
　4月に統一地方選挙が行わ
れます。私たちの代表者を選ぶ
大切な選挙です。皆さん一人一
人の｢清き一票｣で明るい選挙
にしましょう。

　4月12日㈰

　4月26日㈰

　鈴鹿市長･鈴鹿市議会議員    
選挙の立候補予定者への説明
会を行います。

　2月22日㈰　13時30
分から

　男女共同参画センター 
ホール

　統一地方選挙の立候補関
係者を対象に、選挙運動の方
法などを解説した冊子を販売し
ます。

　1冊1,600円
　選挙管理委員会事

務局へ

　6月下旬に対象の方へ、紫色の
封筒で送付しています。利用でき
るのは3月10日㈫までですが、終了
間際は混雑が予想され、希望通り
に受診できない場合があります。

　必ず事前予約が必要です。
詳しくは健康づくり課までお問い
合わせください。

今年度（平成26年4月
2日～平成27年4月1日）に以
下の年齢になる方
○乳がん検診
　41歳になる女性
○子宮頸がん検診
　21歳になる女性

　これまで、公的年金（※）を受け
ることができる方は、その金額の多
少に関わらず児童扶養手当を受
給することができませんでした。
　しかし、児童扶養手当法が改
正され、平成26年12月1日から公
的年金給付などの額が児童扶
養手当の額よりも低い場合には、
その差額分の児童扶養手当が
受給できるようになりました。
　手当を受給するためには手
続きが必要ですので、詳しくはお
問い合わせください。

お子さんを養育している祖父
母などが、低額の老齢年金を
受給している場合
父子家庭で、お子さんが低額
の遺族厚生年金のみを受給
している場合
母子家庭で、離婚後に父が
死亡し、お子さんが低額の遺
族厚生年金のみを受給して

いる場合など

　

　18歳に達する日以後
の最初の3月31日までにある
児童（所定の障がいがある
時は20歳の誕生月まで）

児童1人の場合（前年の所
得に応じて決定）
　全部支給：41,020円
　一部支給：41,010円～9,680円
児童2人以上の加算額
　2人目：5,000円
　3人目以降：1人につき3,000円

　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19日㈭、3月2日㈪･
3日㈫･4日㈬･5日㈭･6日㈮･
24日㈫　10時から当日の会
議終了まで



　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。ま
た、2年･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安く
なります。ぜひご利用ください。

　年金手帳（基礎年金
番号が分かるもの）、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）

　市税の滞納処分として差押
えた不動産を、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。

　神戸七
丁目55番（田・194㎡）、同
所410番1（畑・11㎡）

　第一種住居地域
　236万円（公売保

証金：24万円）
　2月17日

㈫13時～27日㈮23時
　3月3日㈫まで

に、市農業委員会が交付す
る買受適格証明書の提出と
公売保証金の納付を納税課
で済ませていること

　3月6日㈮13時～13
日㈮13時

　3月20日㈮
　3月20日

㈮　

　4月まで入学や就職･引越し
などの手続きのため、市民課窓
口は大変混雑します。時間に余
裕を持ってお越しください。
　火～木曜日の14時～16時が
比較的空いています。

　下記の証明書は、地区市民
センターでも即時交付していま
すのでご利用ください。

　住民票の写し、印鑑登録証
明書、戸籍謄（抄）本、所
得証明書、課税証明書、所
得課税証明書、納税証明書
など



（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

　2月6日㈮から27日㈮（土･日曜日、祝日
を除く8時30分～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

　4月下旬



　2月16日㈪～3月16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）
※音声案内が流れます。｢0｣を
選択してください。

　税理士が無料で、医療費控除、
住宅借入金等特別控除、事業所
得の申告書の作成方法などを説
明します。

　2月22日㈰
　神戸コミュニティセン

　ター（神戸9-24-52）

　9時30分～
11時（途中入場不可）

11時10分～12時（途中入場
不可）

　13時～15時

　東海税理士
会鈴鹿支部（　382-7715　
祝日を除く月～金曜日の9時
～14時）

　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、申告会場に出掛けなくて
も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。

自宅などのパソコンから送信
可能
添付書類の提出が省略可能
還付がスピーディー
郵送料が不要

　　上記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、郵送などで提出できま
す（必要書類の添付が必要）。

　　http://www.nta.go.jp
　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。

　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、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。領収書は
病院ごとに整理し、控除対象の
合計を計算してください。

　税務署に提出する確定申告
書の第二表には、｢住民税に関
する事項｣欄が設けられています。
　この欄には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
どを記入します。これらの項目は、
所得税の計算には影響ありませ
んが、市民税・県民税の計算に
は必要な内容です。該当がある
場合は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
出が不要です（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。

　オートバイや軽自動車などに
課税される軽自動車税は、毎年
4月1日現在の所有者に課税さ
れます。
　車両を処分したときは廃車の
手続き、譲渡したときは名義変
更の手続きが必要です。手続き
をしないと、いつまでも課税されま
す。普通車とは異なり月割制度
がないため、4月2日以降に手続
きをされても、全額課税となります
のでご注意ください。
　また、トラクターやフォークリフト
などの小型特殊自動車を所有さ
れている場合、標識の交付を受
け、車体に取り付ける必要があ
りますので、手続きをしてください。
　3月末になると、窓口が大変混
み合います。まだ手続きをしていな
い方は、早めに済ませてください。
　なお、車両によって手続きに必
要なものや手続き先が異なりま
すので、次の担当機関へ詳細を
電話で確認の上、手続きをしてく
ださい。

①125cc以下の原付自転車･小
型特殊自動車（農耕車を含む）
　⇒市民税課（　382-9006）
②125ccを超えるオートバイ･普
通自動車

　⇒中部運輸局三重運輸支
局（津市雲出長常町1190-9
　050-5540-2055）
③軽四輪車
　⇒軽自動車検査協会三重
事務所（津市雲出長常町
1190-10　 050-3816-1779）

①自動車税･自動車取得税
　⇒三重県自動車税事務所
（津市桜橋3-446-34　059-
　223-5042）
②軽自動車税（125ccを超える
オートバイを含む）

申告に関すること
　⇒三重県軽自動車税等事務
共同処理協議会（津市雲出長
常町1190-1　059-234-7076）
その他税に関すること
　⇒市民税課（　382-9006）

　2月26日㈭･27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



　地震･津波や武力攻撃など
の緊急事態の発生時に備えた
情報伝達訓練を行います。全
国瞬時警報システム（Jアラー
ト）を利用して、国から送られて
くる緊急情報を、防災スピーカ
ーやコミュニティFM放送などの
情報伝達手段を用いて市民の
皆さんに伝える放送訓練です。

　市内90カ所の防災
スピーカー、地区市民センター、
公民館、各小中学校などの館
内放送、および鈴鹿ヴォイス
FM（78.3MHz）

　2月20日㈮　14時15
分から

　1.上り4音チャイム
　2.「これは、テストです。」×3回
　3.「こちらは、鈴鹿市災害対策
　本部です。」

　4.下り4音チャイム

　行政相談委員と公証人がご
相談をお受けします。

　3月5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

　市指定有形民俗文化財に指
定されている祭礼用山車（白子東
町所有の一台）の幕が、（財）自治
総合センターの宝くじの助成金を
受けて修繕されました。修繕され
た幕は山車の上部に飾る水引幕
1面です。4月中旬の土･日曜日に
勝速日神社春季例大祭で山車に
飾られ、他の3台とともに町内と神
社の間を曳き回されます。

　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）。

　2月22日㈰　10時～
15時（受付14時まで）

　市立図書館 2階視聴
覚室

　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25日㈬　10時～
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
や市民活動団体を紹介する
パネル展への参加団体を募
集します。パネル展示を通して、
活動の楽しさや魅力をアピー
ルしましょう。

　主に市内を活動の拠
点としているボランティア、市民
活動団体など

　3月19日㈭～24日㈫
　市役所本館 1階市民

ギャラリー
　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パネル
や模造紙（80cm×110cm）1枚
程度（入会案内、連絡先は別
紙可）

　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9日㈪から13日㈮の間
に、地域課またはNPO法人
市民ネットワークすずかの
ぶどうへ

　バレンタインデーは、男女がお
互いの気持ちを伝えあう日です。
女性から男性へチョコレートを贈
るだけでなく、大切な気持ちを込
めて｢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は、カップル
･ご夫婦でぜひご来場ください。

　2月8日㈰　10時～16
時

　イオンモール鈴鹿 2階
フードコート前広場

　100本バラ花束の撮
影会、ミニブーケ販売

　鈴鹿生花商組合　本
田泰親（　090-5868-6748）

　写真は、懐かしい出来事や風
景を思い出させる大切な宝物で
あり、地域の歴史や暮らしを記録
する貴重な資料でもあります。昭
和30～40年代を中心に、市内各
地の懐かしい写真を展示します。

　2月17日㈫～23日㈪　

8時30分～17時15分（土曜日
は10時～17時、日曜日は9時
～17時）

　市役所本館 1階市民
ギャラリー　

　第18回鈴鹿市ソフトバレーボ
ール大会、第44回鈴鹿市9人
制バレーボール大会の参加チ
ームを募集します。

　
○ソフトバレー
　市内在住、在勤する15歳以上
で編成する女性チームまたは男
女混成チーム
○9人制バレー
　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

○ソフトバレー　2月22日㈰
○9人制バレー　3月1日㈰

　市立体育館
　無料
　ソフトバレーは2月9日㈪

まで、9人制バレーは2月16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

　　代表者は必ず出席してください
（2人以内）。

○ソフトバレー　2月12日㈭　　
19時から

○9人制バレー　2月19日㈭　
19時から

　市立体育館 大会議室

かみしばいやさん（江島・昭和30年代）



　モータースポーツ都市宣言か
ら10年の節目を迎え、市民の皆さ
んにモータースポーツの魅力に触
れていただくために開催します。

　2月22日㈰　10時
～17時

　文化会館、西条中央
公園ほか

　無料

　鈴鹿と･き･め･きモータースポ
ーツ大使就任を記念したデモ
走行など

けやきホール
500人（要入場整理券）

　

 モリワキレーシング、TSR、小島
庸平さん（モトクロスライダー）

　

 櫻原一雄さん（（株）本田技術
研究所　HRD　Sakura執
行役員 MS開発室 室長）

　

　辻野ヒロシさん（鈴鹿
サーキット実況アナウンサー）

　熱田護さん（鈴鹿市出身フォ
トグラファー）
　荒木正和さん（（株）モビリティ
ランド　鈴鹿サーキット総支
配人）
　畑川治さん（NPO法人鈴鹿モ

ータースポーツ友の会理事）
　森脇緑さん（（株）モリワキエン
ジニアリング取締役）
　末松則子（鈴鹿市長）

　10時～17時
（イベントにより異なります）
　Honda最高峰フォーミュラカー
RA273の展示、モータースポ
ーツ教室、ダンボールクラフトづ
くり体験、ブロックカーづくり体
験教室、鈴鹿市二輪ものづくり
企業展示、第2回すずか輪ゴ
ムグランプリ、鈴鹿F1日本グラ
ンプリ地域活性化協議会展
示　など

　10時～17時
（イベントにより異なります）
　タイヤ交換体験、二輪・四輪
パーツ市、鈴鹿市物産＆飲
食ブース、鈴鹿のご当地キャ
ラ大集合！、おすきなドリンクを
どうぞ　など

　開催中（3月15日㈰まで）の
企画展｢鈴 －鈴の音 鐘の音 
太古の響－｣の関連講演会を
行います。

　2月15日㈰　14時から
　考古博物館 講堂
　音羽悟さん（神宮司

庁広報室広報課）
　無料

　2月22日㈰　10時～
15時30分
　考古博物館講堂、

　ホール、玄関前など

○ホールコンサート　
第1部：11時～11時30分
　合唱　鈴鹿市少年少女合
唱団
第2部：12時30分～13時
　オカリナ演奏　樋口尚美さん
　大道菜緒美さん
第3部：14時30分～15時15分
　雅楽演奏　江島若宮八幡
神社
○体験博物館　10時～15時
　弓矢･火おこし･勾玉作り･ス
トーンアート･土鈴作り

○鈴鹿茶のふるまい　10時～
15時
○ハンバーガーの販売　10時
30分～14時15分
　無料（体験は有料あり）



　健康な方　
　3月14日㈯･15日㈰　　 　弁天山公園

　チャレンジする自分になるため
の秘けつや、誰もが個性と能力を
発揮するためにはどんなことが必
要なのかなどを、さまざまなキャリ
アを歩んだ講師ならではの経験
を織り交ぜながら話していただき
ます。後半は対談を行います。

　3月7日㈯13時30分～
15時30分

　ふれあいセンター　ふ
れあいホール

　白井文さん（尼崎市長

を2期務め、現在はグンゼ㈱
社外取締役などで活躍。レー
シングドライバーの小林可夢
偉選手の応援団長）

　伊藤久仁子さん（就労
継続支援A型事業所｢アクティ
ブ鈴鹿｣や県総合文化センター
内にオープンした｢Cotti菜｣の
運営に携わる。鈴鹿市教育委
員、（株）レグルス取締役）

　200人（先着順）
　無料
　事前申込みが必要。

氏名と電話番号を電話･ファ
クス･電子メールまたは直接、
男女共同参画課窓口へ

　先着10人程度、6カ月
～未就学児、無料

　生きるということ、命について
今一度見つめ直し、新しい見方
を考えてみましょう。

　3月7日㈯　14時～15
時30分（開場13時30分）
　文化会館 けやきホー

ル
　青木新門さん（映画｢

おくりびと｣の原案『納棺夫日
記』著者）
　500人（先着順）
　500円
　住所、氏名などを、電

話･ファクスで鈴鹿西部地域
包括支援センター（　370-3751
　370-0887）へ

あや

　○事前申込み　一般1,000円、高校生500円、中学生以下無料
　　　　○当日申込み　一般1,300円、高校生600円、中学生以下無料

　3月4日㈬までに、公民館、地区市民センターなどに備え付けの参加申込書に必要事項を記入の
　　　　上、郵便振替、または下記問合せ先へ（大会誌への氏名記載は2月14日㈯申込み分まで）

　いきいき鈴鹿ツーデーウオーク事務局（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）



　住民同士の助け合いや支え
合いで地域の課題を解決して
いくために、消費者保護の立場
で、啓発することを目的とするイ
ベントです。

　2月21日㈯10時30分
～16時、22日㈰10時～16時

　鈴鹿ハンター
　

○衣の部
　災害時の必需品の展示、避
難の方法、リフォーム作品、手
芸作品の展示
○食の部
　健康茶の試飲、手作りおやつ
などの試食、鈴鹿の食材で作
る料理・エコ料理の展示
○住の部（暮らし）
　エコ診断への取り組み、消費
生活アドバイスとPR展示（鈴
鹿亀山消費生活センター）、
廃油せっけん、ぼかし、EM拡
大液の無料配布
○その他
　被災地復興支援『ひまわり
アクリルたわし』の販売、不
用品バザー、体験コーナー、
血圧測定、健康相談、体温
計・はかりの無料点検、鈴鹿
市生活学校活動報告写真
展示

　鈴鹿市生活学校　渥
美（　372-0862）

　日頃の感謝を込めて、無料開
放デーを開催します。お子さん
から大人の方まで気軽にご参

加ください。
　2月22日㈰　9時30分

～15時予定　
　県立鈴鹿青少年セン

ターと鈴鹿青少年の森公園
　無料（飲食物などは

有料）
　

○熱気球係留飛行体験（8時
から開始予定）
○体験コーナー
　伊勢型紙のしおり、プラバン、
木工工作、レクリエーション、
お抹茶ふるまい（人数限定先
着順）、簡単ナン作り（人数限
定先着順）
○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、
西 部 少 年 少 女 合 唱 団 、
Hide Dance Lab、天狗ぅ、
皇學館大学｢雅｣、勝山組、
Copain Doll
○センター利用団体による創作
作品展示会
○飲食コーナー（有料）
　レストラン欅によるカレーバイキ
ング、軽食販売

　信綱の代表歌や郷土鈴鹿に
関する短歌50首からなる『信綱
かるた』の作成10周年を記念し、
かるた大会を開催します。

　3月1日㈰　13時30分
～15時30分

　文化会館 さつきプラ
ザ

　不要。当日会
場にお越しください。

　佐佐木信綱記念館
（　374-3140）

　3月1日から8日は「女性の健
康週間｣です。生涯を通じて健
康で明るく充実した日 を々送る
ために、若い年代から自分の体
と上手に付き合うコツを一緒に
学びましょう。

　市保健センター
　2月9日㈪から25日㈬

までに、電話で健康づくり課
へ（先着順）

　20歳～64歳の女性

　3月4日㈬　10時～12
時

　運動体験（バレトン）、
骨密度測定・血管年齢測定と
講話

　佐藤佳代さん
（BalletoneDAYZ主宰）

　40人（お子さん連れ
の方は、別グループで実施）

　無料

　20歳～64歳の女性
　3月6日㈮　10時～12

時30分
　調理実習と講話
　20人
　500円（材料費）



　女性の悩みの背景にはどの
ような問題があるのかなど、フェミ
ニストカウンセリングの視点で学
びます。

　女性（相談に携わって
いる方、カウンセラーや相談員
を目指す方）

　3月5日㈭、12日㈭、19
日㈭　13時～16時（原則毎
回参加）

　男女共同参画センタ
ー研修室ほか

　フェミニストカウンセリ
ング、ジェンダーの視点による
電話相談とは

　ウィメンズカウンセリン
グ名古屋YWCA フェミニスト
カウンセラー

　20人（先着順）
　無料
　2月28日㈯までに、氏

名と電話番号を電話･ファク
ス･電子メールまたは直接男
女共同参画課へ

　先着10人程度、6カ月
～未就学児、無料

　2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

　　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～歩く前までの
お子さんと母親

　2月18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

　今月は｢ひなまつり｣を作ります。
　一般成人（お子さん

を連れて参加できます）
　2月19日㈭　10時30

分～12時
　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　市内の10の中学校区で、11月から1月にかけ
て｢子ども人権フォーラムすずか｣が開催されまし
た。このフォーラムは、子どもたちが身近な生活
の中で起きている｢いじめ｣や｢差別｣などの人権
問題について、自分たちの感じていることや思っ
ていることを話し合う場であるとともに、いじめや
差別を許さない学校や学級について考える機
会となっています。
　このフォーラムに集った子どもたちが、お互い
の｢差別はいやだ｣とか｢いじめをなくしていきた
い｣という思いや願いを出し合い、高め合う姿の
中に、知識中心の学習や｢いじめや差別はいけ
ない｣という心がけだけの学習では見いだせな
かった差別解消への道筋を発見できることがあ
ります。
　話し合いは、それぞれの子どもが自分の言葉

で、なぜ人権フォーラムに参加したいと思ったの
かということや、身近にある人権問題を決して他
人事ではなく、自分の問題として引き寄せながら、
具体的な自分の経験を話してくれることが多くあ
ります。
　今年のフォーラムでも｢いじめは決して暴力で
は解決しない。でも時には、言い合いになっても
いいから、相手に言いたいことは伝えた方がよ
い｣と力強く自分なりの解決策を話す子どもやそ
れに共感したり、意見を返したりする子どもの姿
がありました。
　わたしたち大人も、日常生活の中でいじめや
人権問題について見たり聞いたりする機会が
あります。そのときに、子どもと一緒にいじめや差
別を許さない社会について話してみてはどうで
しょうか。
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