
　例年は8月に願書渡し、9月に
願書受付を行っていますが、今
年度は、子ども･子育て支援新
制度の関係で募集時期が遅く
なります。詳細が決まり次第｢広
報すずか｣に掲載します。

　次の各幼稚園で、平成27年
度に入園する幼児を募集します。
詳しくは各園へお問い合わせく
ださい。　　　　　　

　3歳～5歳児
　8月1日㈮から

　9月1日㈪から各幼
稚園に備え付けの入園願書
に必要事項を記入の上、直
接各幼稚園へ

　現在、本市を含め全国の
市町村で、地域の教育・保育、
子育て支援のニーズの把握
を踏まえた新たな｢子ども･子
育て支援事業計画｣の策定

に取り組んでいます。平成26
年度の後半には、新制度の
開始に向け、施設･事業の利
用申込みなどの手続きが始ま
る予定です。新制度について
詳しくは、内閣府ホームページ
（   http://www8.cao.go.jp/
shoushi/shinseido/index.html）
をご確認ください。

　8月13日㈬　13時～
15時

　市役所本館　12階
1202会議室

　10人（定員を超えた
場合は抽選）

　会議当日12時55分ま
で会場で傍聴整理券を配布

　警察官や銀行関係者などを
装い、現金を引き出させようとす
る不審電話が市内で連日かか
ってきています。
　｢警察の○○です。詐欺の捜
査をしていたら、あなたの銀行情
報が漏れていることが分かった
ので、すぐお金を下ろしてください。
銀行協会が受け取りに行きます｣
などの電話は詐欺です。警察や
銀行関係者がこのような電話を
することは絶対にありません。
　このような電話がかかってきた
場合は、鈴鹿警察署（  380-0110）
へ通報してください。

　平成23年に発行した｢暮らし
の便利帳｣の内容を更新して、
新たに作成しました。
　8月中に全世帯に配布します。
もし9月になっても届かない場合
は、秘書広報課へご連絡くだ
さい。

○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○
○○○○○○

　8月15日㈮から17日㈰まで、し
尿収集を休業します。

　本年度の交付先が決まりまし
たのでお知らせします。

　幅広
ゴムシート用冷却装置の開
発

　高齢者向
けイスのワンタッチキャスター
ロック機構の研究開発



（次の要件すべてに該当する方）
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

　8月7日㈭から29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

　10月下旬



9月21日㈰　9時から
鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス（消防以外の職種）、消防本部（消防）
8月5日㈫から29日㈮までに｢職員採用試験申込書｣を人事課へ（土・日曜日を除く8時30分～17

時15分、郵送の場合は29日㈮17時15分到着分まで有効）
　人事課へ直接または郵便で請求してください。



　いじめの未然防止、早期発見
や、いじめへの対処のための対
策を総合的かつ効果的に推進
するため、「鈴鹿市いじめ防止基
本方針（案）」をまとめました。この
基本方針（案）について、皆さん
のご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・在学している方
　8月12日㈫～9月11

日㈭
　教育支援課、地区

市民センター、市政情報課、
市ホームページ、教育委員会
ホームページ

　件名｢鈴鹿市いじめ
防止基本方針（案）に関する意
見｣、住所、氏名、意見を記入の
上、郵便（〒513-8701教育支援
課宛、当日消印有効）、ファクス、
電子メールまたは直接、教育支
援課へ。様式は問いません。

　白子駅西自転車駐車場の新
規設置に伴い、公の施設の指
定管理者を募集します。

　白子駅西自転車駐車
　場

　8月5日㈫～9月5日㈮

　地域課（　382-9022）
地域課窓

口で配布するほか、市ホーム
ページから入手できます（8月5
日から）。

　提出書類な
どを審査した上で、候補者と
して選定し、議会の議決を経
て指定されます。

　8月6日㈬に広島市で、9日㈯
に長崎市で、原爆死没者のめ
い福と世界恒久平和を願う式
典が行われます。
　また、8月15日㈮には日本武道
館で、先の大戦において亡くなら
れた方 を々追悼し平和を祈念す
るため、全国戦没者追悼式が
行われます。
　それぞれの式典の中で、1分
間の黙とうが捧げられるのに合
わせ、皆さんも恒久平和の実現
を願い、共に黙とういただきます
ようお願いします。

　8月6日㈬　8時15
分から

　8月9日㈯　11時2
分から

　8月15
日㈮　12時から

　本市のノリの生産は、県下有
数の生産量を誇ります。10月初め
から、沿岸部ではノリの種付けが
始まり、冬の風物詩である伊勢湾
の黒ノリ養殖のシーズンになります。
　一方、田んぼではまもなく稲
刈りの最盛期を迎えます。また、
台風が接近しやすい時期でも
あります。稲刈り後の稲わらをそ
のままにしておくと、台風などで
大雨が降ったときに、側溝や水
路に詰まって浸水被害を拡大
させたり、河川を経由して海へ
大量に流れ込むことがあります。
草やゴミも同様です。
　海でこれらがノリ網に付着する
とノリの生育が悪くなり、品質が悪
化します。取り除くには手作業し
か方法がありませんので、生産者
は大変困ります。ノリの生産者以
外の漁業者も漁港内に流れ込ん
でしまうと漁に出られないため、回
収作業に追われてしまいます。
　このため稲わらは早期にすき
込みをしていただきますようにお
願いします。



　研修会などの参加経費を市
の規程に準じて助成します。

　市内在住･在勤の方
で、後日報告書を提出してい
ただける方

①部落解放研究第48回全国
集会（京都市）　10月20日㈪
～22日㈬
②第66回全国人権・同和教育
研究大会（香川県高松市）
　12月6日㈯･7日㈰
③第29回人権啓発研究集会
（山口市）　1月22日㈭･23日㈮

　若干名

　9月5日㈮までに人権
政策課へ（郵送の場合は当
日消印有効）

　鈴鹿市漁業協同組合の鮮
魚直販所｢魚魚鈴｣では、前
浜で獲れたばかりの新鮮な魚
介類を販売して、鈴鹿産水産
物の消費拡大に取り組んでい
ます。

　白子一丁目6277-3 白
子漁港内（　380-5500）

　9時30分～14時
（定休日 水曜日）

　　

　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）を持って、金
融機関窓口へ

　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）

　国民年金保険料の口座振替
納付での当月末納付（当月末
振替の早割）は、毎月納付（翌
月末振替）･毎月現金納付の保
険料より50円割安となります。1
年･6カ月（上半期4月～9月･下
半期10月～翌年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。

　年金手帳（基礎
年金番号が分かる物）･預金
通帳･通帳届出印を持って、
金融機関または年金事務所へ

　津年金事務所 国民
年金課（　059-228-9188）

　行政相談委員と公証人が相
談をお受けします。

　9月4日㈭　13時～15
時（予約不要）
　

○行政相談委員　国の機関
に対する要望について
○公証人　公正証書の作成
について

　病気などのやむを得
ない理由により、義務教育諸
学校への就学を猶予または
免除された方など

　10月30日㈭　10時～
15時40分
　三重県庁 講堂棟3

階第131･132会議室　（津
市広明町13番地）

　国語･社会･数学･
理科･外国語（英語）　

　8月28日㈭～9
月16日㈫（消印有効）

　県教育委員会事務
局 高校教育課 キャリア教育
班（  059-224-2913）



　協会の賛助会員が、国際交
流･国際親善･多文化共生など
を目的とする活動に、1団体10万
円を上限に支援します。

　団体･企業賛助会員、
個人の賛助会員5人以上で
構成する団体、協会にボラン
ティア登録している5人以上
で構成する団体

　平成26年度に
実施予定の事業で、参加の

機会が市民に開かれている
こと。詳細は、事業支援補助
金交付要綱に基づきます。
　5団体以内
　8月29日㈮までに事業

計画書と収支予算書を持って、
直接鈴鹿国際交流協会へ

　IATSSフォーラムは東南アジ
アの将来を担う若者の人材育成
を行う研修機関です。研修期間
中、研修生（会話は英語）を受け
入れ、日本の生活を体験させて
いただけるご家庭を募集します。

　10月11日㈯･12日㈰
（1泊2日）

　18家族（応募者多数

の場合は抽選）
　8月22日㈮までに、

（公財）国際交通安全学会 
IATSSフォーラム（  370-0511
     370-0505　  http://www.
   iatssforum.jp/）へ

　8月28日㈭･29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

一般競争入札を行ったのち、随時売却している
物件です。
　先着順で申込み受付中です。購入を希望され
る方は、ぜひお問い合わせ、お申し込みください。

管財営繕課（鈴鹿市土地開発公社事務局）へ



　児童扶養手当の受給資格者
（母子家庭の母･父子家庭の父
など）は、8月29日㈮までに児童
保育課で現況届の手続きをして
ください。手続きをしないと、8月
以降の資格について更新がで
きません（2年間手続きをしなか
った場合、資格を喪失します）。

　中小企業退職金共済制度は、
中小企業で働く従業員（パートも
含む）のための外部積立型の
国の退職金制度で、下記のメリ
ットがあります。
○新規に加入する事業主に対
して1年間掛金の一部を国と
市が助成します。
○掛金は法人企業の場合は損
金として、個人企業の場合は
必要経費として、全額非課税
となります。手数料もかかりま
せん。

○社外積立で管理が簡単です。
従業員ごとの納付状況や退
職金試算額を事業主にお知
らせします。

中小企業退職金共済
事業本部（ 03-6907-1234）、
中退共名古屋コーナー（  052-
   856-8151）

　未来の学校を自由で楽しく描
いた作品をお待ちしています。
　応募作品は、10月25日㈯･26
日㈰に開催される鈴鹿国際大
学･鈴鹿短期大学の学園祭で
展示されます。

　市内在住の未就学
児～小学6年生

　わたしのがっこう、ゆめ
のがっこう

　8月1日㈮～9月19日
㈮

　鈴鹿国際大
学・鈴鹿短期大学こども絵画
コンクール事務局（ 372-3898    
　372-3935）

　9月20日の｢バスの日｣を記念
して、三重県バス協会がバスの
絵コンテストを行います。

　小学生以下3部門
（小学生未満の部･小学生1
～3年生の部･小学生4～6年
生の部）

　｢未来のバス｣｢あっ
たらいいな、こんなバス｣｢バス

のある風景｣
　四つ切りサイズ

（382mm×542mm）の画用
紙。イラスト･スケッチなど表現
方法は自由。

　9月6日㈯（必着）ま
で

○郵便　〒514-8779　津市中央
1-1　日本郵便　津支店留
（公社）三重県バス協会｢バ
スの絵コンテスト募集係｣へ
○宅配便など　〒514-0303　
津市雲出長常町1190番地の1
（公社）三重県バス協会｢バ
スの絵コンテスト募集係｣へ

　（公社）三重県バス協
会（　059-234-1101　 059-
　234-0616、平日9時～17時）

　伊勢型紙技術保存会製作
の伊勢型紙復刻作品、試験染
め、江戸小紋染め着物のほか
に、今回は特にさまざまな絵柄
模様の染絵型紙を展示します。

　8月21日㈭～24日㈰
10時～16時（最終日は15時
まで）
○彫刻実演　23日㈯･24日㈰
13時～15時
○彫刻体験は随時（対象は小
学4年生以上）

　伊勢型紙資料館（白
子本町21－30　 368-0240）
　無料
　国認定重要無形文

化財保持団体 伊勢型紙技
術保存会



　出場者を募集します。昨年と
申込み方法が一部異なりますの
でご注意ください。

　12月14日㈰　8時15
分から（雨天決行）
　鈴鹿サーキット 国際レ

ーシングコース
　10㎞、5 .6㎞、2㎞、

2kmジョギング、競技用車い
す5.6㎞、生活用車いす1.5㎞

　1,000円～3,000円

　先着7,500人（10km：
2,500人、5.6km：2,500人、
2km：2,500人）

（それぞれ締切日が異な
ります）
①インターネット　9月1日㈪～
10月15日㈬の期間に下記ペ
ージから
○公式ホームページ（　http://www.
　e-marathon.jp/suzuka/）
○ランネット（　http://www.runnet.
　jp/）
②郵便振替　8月18日㈪～29日
㈮の期間に下記の手順で専
用郵便振替用紙を請求の上、
9月1日㈪～15日（月･祝）の期
間に参加料を振り込んでくだ
さい。

１.エントリーセンターに電話し、希
望枚数･住所･氏名･参加種

目･電話番号を伝える。
2.住所･氏名を記入した返信用
封筒（長形3号：12cm×23.5cm）
　に82円切手を貼付の上、エン
トリーセンターに送付する。
○エントリーセンター（（株）ファイ
ンシステム　　079-420-6663
土･日曜日と祝日を除く9時30分
～17時30分）

　中学生以上

受付、選手誘導、給
水など（7時ごろ～12時ごろ）

　9月30日㈫までにスポ
ーツ課へ

　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
説明書をお持ちください。当日都
合の悪い方は、事前に廃棄物
対策課までお持ち込みいただく
ことも可能です。
　修理後は、廃棄物対策課ま
で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）。

　8月24日㈰　10時～
15時（受付は14時まで）
　図書館　2階視聴覚室

　誰もがやりがいや充実感を
感じながら働き、子育てや介護
の時間、地域活動、自己啓発な
どに個人の時間を持てる健康
で豊かな生活ができるよう、自ら
の働き方について考えてみませ
んか。

　8月24日㈰　13時15
分～15時（開場13時）
　男女共同参画センター
　渥美由喜さん（内閣

府少子化危機突破タスクフォ
ース政策推進チームリーダー
（株式会社東レ経営研究所
研究部長）、中日新聞連載｢
6Kライフのススメ｣筆者）　
　100人（無料）
　氏名と電話番号を電

話･ファクス･電子メールまた
は直接来館で男女共同参
画課へ
　先着10人程度、0歳～

未就学児、無料

渥美由喜さん

なお　き



　｢男女共同参画推進モデル
校｣に採択された鈴鹿工業高等
専門学校が、モデル校としての
イベント第一弾を開催します。

　8月30日㈯･31日㈰
○13時から（入退場自由）｢理系
のたまごカフェ｣　現役女子学
生が皆さんの疑問に答えます。
○14時～15時　｢楽しい化学
実験｣　アメリカ合衆国の大
学教授による参加型理科セミ
ナー（完全通訳付き）

　鈴鹿高専
　各日50人
　無料
　鈴鹿高専オープンカレ

ッジ申込みwebサイトで
　鈴鹿高専地域連携係

（ 　368-1701　 387-0338 
　   http://www.suzuka-ct.ac.jp）

　｢伊勢型紙｣で身近な小物
｢しおり｣を手作りし、地元の伝統
産業への親しみと愛着を深めて
みませんか。

　小学生以上

　8月28日㈭･29日㈮　
13時～16時（随時受付）

　市立図書館　2階視
聴覚室
　

○伊勢型紙しおり作り（1枚30分
程度）
○歌川広重の名作東海道五十
三次を伊勢型紙で再現した

型紙と藍染め作品の展示
○地元鈴鹿の冷たい水出し｢か
ぶせ茶｣の振る舞い

　伊勢型紙彫刻組合
　無料（予約不要）

　生存率の極めて低いがんを
乗り越えてきた体験を通して、い
のちの大切さや生きる喜びとは
何かを熱く語ります。笑いと涙で
生きる希望と勇気が湧いてくる
講演会です。

　9月21日㈰　13時30分
～15時（開場13時）

　ふれあいセンター ふれ
あいホール（南玉垣町6600　
　386-3704）
　｢生きているだけで金メ

ダル｣の講演といのちの落語
　樋口強さん（いのちの

落語家･作家）

　200人（先着順）
　無料
　8月11日㈪から、電話

で健康づくり課へ

　ペットがその命を終えるまで、
飼い主と共に幸せに暮らすため
に必要なことについて議論します。

　8月23日㈯　10時～

12時
　鈴鹿短期大学　

B302教室

○｢終生飼養～動物愛護管理
センターの取り組み～」（県動
物愛護管理センター職員）
○｢ペットの健康と食事管理｣
櫻井秀樹さん（鈴鹿短期大
学准教授）
○｢最後まで幸せに暮らすため
に、子犬のうちにできること｣
山越哲生さん（鈴鹿短期大
学特任助教）
　30人
　無料
　8月20日㈬（必着）ま

でに、氏名･連絡先･参加人
数を、はがき･ファクス･電子メ
ールで鈴鹿短期大学生活コ
ミュニケーション学研究所
（〒510－0298　郡山町663－
222　372-3900　372-3903
   sakuraih@suzuka-jc.ac.jp）へ

　ブロック別での個人戦を行い
ます。

　市内在住の小学5年
生以上

　9月23日（火・祝）　
（予備日28日㈰）

　県営鈴鹿スポーツガ
ーデン サッカー･ラグビー場

　無料
　8月15日㈮（必着）まで

に、所定の申込用紙に氏名･
性別･年齢･連絡先を記入の
上、郵送で鈴鹿市グラウンド･
ゴルフ協会（〒513-0043　長
太栄町2-18-32　安藤高朗宛
て）へ

 



　熱気球に親しんでもらうため
に、仕組みを知ることができる熱
気球教室や、熱気球の搭乗体
験を行います。

　8月23日㈯　7時～9時
ごろ

　鈴鹿川河川緑地（定
五郎橋西）
　100人程度（先着順）

　中学生以上：1,000円
　小学生：500円

　鈴鹿バルーンフェステ
ィバル実行委員会

　実行委員会
（ 090-6468-2012　6時30分
～9時ごろ）

　乳幼児の発達について学び
ながら、参加者の皆さんと語らい
ます。

　乳幼児の保護者
　9月2日㈫　10時～11時

30分
　子育て支援センター

りんりん　ホール
　武田潔子さん（鈴鹿

短期大学、鈴鹿医療科学
大学　非常勤講師）
　30人（先着順）
　無料
　8月22日㈮までに、電話

で子育て支援センターりんりん
（  372-3303）へ

　15人程度、要予約

　小学生以上

　9月7日㈰　①9時30分
から、②13時30分から

　考古博物館　講堂
　各20人

　1,800円程度
　8月22日㈮までに、講座

名･希望時間･住所･氏名･
年齢･電話番号、返信の宛名
欄に代表者の住所･氏名を
記入して、往復はがきか電子
メールで考古博物館（〒513-
0013　国分町224）へ

　｢きっかけがあれば運動を
始めたい｣｢運動を始めたいけ
れど、やり方が分からない｣｢な

かなか痩せない｣。そんな方の
ための教室です。あなたのや
る気が最初の一歩です。興味
のある教室に参加して、食欲
の秋に負けない体作りをしま
せんか。

　65歳くらいまでの生活
習慣病予防のために体重を
減らしたい市内在住の方

①9月8日㈪　こころと体を整え
るビギナーヨガ編
②9月17日㈬　調理実習：食べ
て満足500kcalランチ（コレス
テロール編）
③9月22日㈪　痩せるカギはコ
コにあり！筋トレ･ステップウェ
ル編
④10月6日㈪　今年こそチャレ
ンジ！マラソン入門編
⑤10月15日㈬　調理実習：食
べて満足500kcalランチ（減
塩編）
⑥10月27日㈪　自然と体が引
き締まるHAPPYダンス編

　保健センター
　

○運動編（①③④⑥）は無料
○食事編（調理実習②⑤）は
各500円（材料費）
　各20人
　各講座とも開催日の2

週間前までに電話で健康づ
くり課へ。定員になり次第締
め切ります。



　おいしい料理を堪能した後、
写真と楽しいお話でスペイン
の文化に親しみましょう。

　9月20日㈯　10時～
14時　

　文化会館 調理室
　ガスパッチョ、トルティ

ージャ、魚介のパエリア、カボ
チャのブニュエロス（予定）

　ハビエル･ナバロ･フェ
ランドさん（バレンシア州出身）

　32人（先着順･賛助
会員優先）

　一般　1,500円、賛助
会員 1,000円

　9月5日㈮までに、郵便
番号･住所･氏名･電話番号
をはがき･ファクス･電子メール
で協会（〒513-0801　神戸
1-18-18）へ

　健康で明るく生活できるよう“歩く
生活習慣づくり”の普及を支援しま
す。

　ウオーキングの初心者、ウ
オーキングの基礎を知りたい方

　9月20日㈯　9時～
12時　（集合8時50分）

　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室（住吉町南谷口）

　
○講義　｢なぜ今ウオーキング

なのか？｣｢ウオーキングと健康｣
ほか
○実技　基本的ストレッチ体操、
楽しく美しいウオーキング
（鈴鹿青少年の森コースを歩
きます）
○ウオーキング何でも相談

　20人（先着順）
　300円
　9月10日㈬（必着）まで

に、氏名･性別･年齢･住所･
電話番号を往復はがきで、
〒510-0219　野町南1-13-18
鈴鹿市民歩こう会事務局長
日比正徳（　･　387-1489）へ

　ジュニアの皆さんが広くゴルフに
親しんでいただくために開催します。

　市内に在住･在学の
小･中学生

　9月から原則毎週土
曜日の午後

　三鈴カントリー倶楽部、
中日カントリークラブ、鈴峰ゴル
フ倶楽部

　打球練習、ラウンド練習
など（初心者には基礎から指導）

　10人（申込多数の場
合は抽選）

　入会金1,000円、月会
費1,000円

　鈴鹿市ゴルフ協会
　8月25日㈪までに、鈴

峰ゴルフ倶楽部内 鈴鹿市
ゴルフ協会（　371-0711
　371-1518）へ

　離職者の就労支援と福祉人

材の確保のため実施します。
　県内に住民登録し

ている満65歳未満の方
　9月12日㈮～11月13

日㈭
　県社会福祉会館

（津市桜橋）ほか
　39人（応募者多数

の場合は抽選）
　無料（教材費は実費

負担）
　8月1日㈮～29日㈮

必着
　県社会福祉協議会

（　059-227-5160）

　NPO法人市民ネットワークす
ずかのぶどうでは、こどもの体験
教室やボランティアによる読み聞
かせや手遊びなどのこどもの健
全育成活動を実施しています。

　毎週日曜日・休日の
10時～17時

　イオン白子（サンズ）
3階　すずかのぶどうB－チ
ャレンジ内

　体験教室　
　500円～1000円（材

料費）
　輝く瞳

Waraひろば　小﨑
（　090-1860-6228）

ハビエルさん



　電話で鈴鹿市シルバー
人材センターへ

　鈴鹿市シルバー人材
センターで就業（剪定）を希
望される60歳代の方

　8月27日㈬･28日㈭　
9時～16時
　市クリーンセンター
　20人（申込多数の場合

は調整）
　無料
　8月5日㈫～20日㈬

　55歳以上の高年齢
求職者の方

　10月14日㈫、21日㈫～
23日㈭、31日㈮の計5日間

　鈴鹿地域職業訓練セ
ンターほか

　フォークリフトの安全運
行に必要な知識を習得します。
終了試験に合格すると法定
の｢終了証｣を取得できます。

　20人
　無料

　8月14日㈭～9月
12日㈮

　9月10日㈬　13時30分
～15時30分

　文化会館 さつきプラザ
　｢丹羽文雄とユーモア｣

｢玄侑宗久とユーモア｣
　秦昌弘さん、衣斐弘行

さん
　100人（先着順）
　1,000円（当日支払）
　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

　同和問題をはじめ、さまざまな
人権問題に対する理解を深め、
その解決に向けて地域内で自
主的に取り組んでいただける人
材を養成することを目的に開催
します。全5回の連続講座です
が、単独講座の受講も可能です。

（毎回2時間程度）
①9月4日㈭13時30分から　開
講式、｢インターネットと人権｣
中野博章さん

②9月25日㈭13時30分から｢人
権一般･いのち｣　耕野一仁
さん（名張市青蓮寺住職）
③10月3日㈮13時30分から｢外
国人の人権｣　韓久さん（在
日本大韓民国民団三重県
地方本部）
④10月9日㈭13時30分から｢子
どもの人権｣松岡典子さん
（みっくみえ代表）
⑤10月16日㈭13時30分から
｢同和問題｣　中西良文さん
（反差別･人権研究所みえ
研究員）、閉講式

　県四日市庁舎6階大
会議室（四日市市新正4-21-5
　352-0552）
　無料
　8月21日㈭までに、｢ミ

ニ人権大学講座申込｣･氏
名･電話番号･全講座または
希望する講座を記入の上、
郵送･ファクス･電子メールで
県四日市地域防災総合事務
所地域調整防災室総務生
活課（〒510-8511　四日市
市新正4-21-5　　352-0552
　352-0553　ychiiki@pref.
　mie.jp）へ

　8月5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

　8月は｢くじらとお花｣を作ります。
　一般成人
　8月21日㈭　10時30分

～12時
　16人（先着順）



　2,600円（材料費込）

 
　いろいろなエクササイズでリ
フレッシュ。ココロもカラダもハッ
ピーに。

　一般女性

　9月8日㈪･22日㈪、10
月8日㈬･20日㈪、11月5日㈬･
17日㈪　11時～11時45分
　20人（先着順）
　4,800円（全6回）

 
　運動の基礎となる体作りをマ
ット運動を通して養います。

　①4歳～小学低学年、
②小学6年生まで

　9月8日･22日･29日、10月
20日･27日、11月17日の各月曜日
①16時～16時45分、②17時

～17時45分
　各15人（先着順）
　4,500円（全6回）

　大学･短期大学の授業を学生
と一緒に受講する｢授業公開｣の
参加者を募集します。

　18歳以上
　9月22日㈪～平成27年

1月20日㈫（15回）
　鈴鹿国際大学・鈴鹿

短期大学
　授業科目、曜日、時間

の詳細については、大学ホーム
ページをご覧ください。

　一科目 1万円
　8月4日㈪から29日㈮

までに、希望する授業科目
（複数可）･郵便番号･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、〒510 -0298　郡山町
663-222　鈴鹿国際大学・
鈴鹿短期大学学生支援課
（　372-3922　 372-3935
   suzukoku-jk@m.suzuka-
iu.ac.jp）へ

　近年、スマートフォン（多機能携帯電話）が子
どもたちにも急速に広がり、LINEやツイッターな
どのSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）
を使った悪口、誹謗中傷、無視や仲間はずしな
どのネットいじめが増加しています。
　SNSや電子メールなどの文字によるコミュニケー
ションでは、発信す
る人の表情や声と
いった気持ちを伝
えることが困難で
あるため、受け取
る人が誤解しやす
く、感情的になりや
すいなどの特徴が

あります。
　自分では｢たいしたことはない｣と思って書き込
んだことでも、インターネット上では相手の気持ち
を傷つけたり、大きな問題として扱われたり、不特
定多数の人に広がったりすることは珍しくありま
せん。また、｢早急な返信を要求する｣など、マナー
を守らず自分勝手な行動をとると友だちに迷惑
をかけるだけでなく、信用を下げることになります。
　子どもたちがインターネット上のモラルやマナー
を身に付けるために、家庭では子どもとの話し合
いを大切にして｢インターネットの危険性｣や｢相
手の気持ちを考えた活用｣などを理解させ、家
族のルールを決めて｢責任｣を持たせるようにす
ることが重要ではないでしょうか。
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