
　鈴鹿商工会議所では、地域
の消費を喚起するため、商品券
の販売価格に20％のプレミアム
を付けた商品券（1冊1万円…
1,000円券の12枚綴り）を販売し
ます。多数の購入希望が見込ま
れるため、商品券の購入には、
事前申込みが必要となります。
　市内の消費拡大と地域経済
の活性化のため、ぜひこの機会に
お申込みいただき、ご購入ください。

　鈴鹿商工会議所
（  382-3222）

　　　http://suzuka-premium.jp/

　クールシェアとは、夏の暑い日に1
人1台のエアコンを使わずに、涼しい
場所をみんなで共有しようという取り
組みです。身近な例では、エアコンが
効いている図書館などの公共施設
で過ごすといったことが挙げられます。
　このクールシェアの趣旨に賛同

していただける参加施設・店舗を
募集します。

　

　7月1日㈬～9月30日㈬の13時
～16時を中心とする時間帯

　申込書に必要事項を
記入の上、ファクス･電子メー
ルで環境政策課へ

　環境省では6月を｢環境月間｣
と定めており、全国各地で地球
温暖化防止に向けたさまざまな
取り組みが行われます。
　本市ではこの1カ月間、市役
所本館での懸垂幕の設置と、地
球温暖化防止や自然環境に関
するパネルや緑のカーテンの展
示などの啓発活動を行います。
この機会に、私たちを取り巻く環
境について考えてみませんか。

　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30日㈫までに必要書類とと
もに提出してください。
　この届けは、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
月分以降の手当ての支給が
停止されますのでご注意くだ
さい。

○手当を受けている方が厚
生年金などの被用者年金
に加入している場合は、健
康保険被保険者証の写し
または年金加入証明書
○1月2日以降、鈴鹿市に転入し
た方は、平成27年度（平成
26年分）所得課税証明書

○その他、状況により提出して
いただく書類があります。

見 本見 本

参加施設･店舗の情報は、
市ホームページや環境省関連
サイトに掲載します。



　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。

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

奨学生として決定
を受けた学校に在学する期
間（毎年度審査有り）

（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

　6月30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

　市の委託業者が自宅を訪問
してふとんを預かり、丸洗い･消
毒･乾燥をしてお返しします。

在宅で3カ月以上｢ねた
きり｣などの症状により、寝具の
衛生管理が困難な40歳以上

の方
中ワタが、綿･合成繊

維･羊毛･羽毛のいずれかの
ふとんで、サイズは問いません
（毛布は対象外）。対象者一
人あたり2枚までで、1週間か
ら10日間程お預かりします。

無料（貸ふとんは有料）
6月30日㈫までに、地

域包括支援センターなどを通
じて申請書を長寿社会課へ

　暴力団とは、いつ、どこで、何
が発端で関わりができるかもし
れません。
　市民の皆さんや企業が、暴力
団員などから不当要求を受けた
場合、大切なことは、一人で悩まず、
警察、暴力追放三重県民センター、
弁護士に早く相談することです。
　本市では、平成23年4月1日から
鈴鹿市暴力団排除条例を施行し
ています。みんなの力で、明るいま

ちをつくりましょう。暴力団に関する
通報・相談は、警察署･交番･駐
在所または下記の相談電話へ
◆無料暴力相談電話
　  388-1104（鈴鹿警察署）
◆暴力追放三重県民センター
　　0120-31-8930（ヤクザゼロ）

　平成26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、
2万1,718件です。対前年比で
719件（3.2％）減少しています
が、学校における｢いじめ｣や｢
体罰｣に関する事案は、依然と
して高い割合を占めています。
　このような問題の解決を図
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、平日の電話受付
終了時間を延長するとともに、
土･日曜日も応じます。

6月22日㈪～28日㈰
　8時30分～19時

　津地方法務局 人権
擁護課（  059-228-4193）

子ども人権110番
ぜろぜろなな の ひゃくとおばん

　0120（007）110



　労働保険（労災保険･雇用
保険）の平成26年度確定保
険料と平成27年度概算保険
料の申告・納付期間は、6月1日
㈪から7月10日㈮までです。

7月8日㈬･9日㈭･10日
㈮　9時～16時

神戸コミュニティセンター
申告書記載について

不明の場合は、次の資料を
お持ちください。
○概算･確定労働保険料／一
般拠出金申告書
○作成した平成26年度確定
分の賃金集計表（一括有
期事業のうち建設の事業に
ついては、工事台帳（請負
金額･工期などが確認でき
るもの））
○事業主印鑑（法人は代表者
印鑑）

　労働保険の年度更新手続
きは、電子申請により労働局･
労働基準監督署へ出向かなく
ても、自宅やオフィスから、いつ
でも手続きができます。詳しくは、
電子政府の総合窓口へ　 　
　http://www.e-gov.go.jp/

　三重労働局総務部 
労働保険徴収室（　059-226-
　2100）

7月4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、売買･贈与･担保権抹消
など不動産登記に関する相
談、会社･法人登記に関する
相談、金銭トラブルなど身近
な法律問題に関する相談、
借金や自己破産に関する相
談、成年後見に関する相談
など

50人（先着順）
予約不要
三重県司法書士会 

鈴亀支部（  380-0743）

中学生以上の原則1
日以上参加できる方

8月1日㈯･2日㈰
弁天山公園、白子駅

前、鈴鹿ハンター、イオン白子店
フェスティバル当日の

運営のサポート（受付、チー
ム整理、会場整理、進行、公
式グッズ販売ほか）

　7月3日㈮までに、郵送･
ファクス･電子メールまたは直
接すずかフェスティバル実行
委員会事務局（〒510-0241
白子駅前17-12　鈴鹿市観光
協会内　380-5595   380-5596
　info@suzufes.com）へ



11月25日㈬ 13時から
県総合文化センター 

生涯学習センター4階（津市
一身田上津部田1234）

8,000円
7月1日㈬から8月24日

㈪までに、申込書に必要事
項を記入の上、（公財）三重
県下水道公社へ

　（公財）三重県下水
道公社 総務課（〒515-0104 
松阪市高須町3922番地 
　0598-53-2331）

下記のいずれかに該
当する方
○排水設備工事などの設計ま
たは施工に2年以上の実務
経験を有する方
○高等学校などの土木工学科
を卒業した方
○専修学校などにおいて土木ま
たはこれに相当する課程を修
了した方
○職業能力開発促進法による
公共職業能力開発施設にお
いて配管科を修了した方
○高等学校などを卒業した方
で排水設備工事などの設計
または施工に関し1年以上の
実務経験を有する方

6月28日㈰　9時～16
時30分

6月29日㈪･30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

平成26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。

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

平成26年中の所得を記載したものです。



リーマッチを実施予定
○団体戦3人（原則として4・
5・6年生の各1人。低学年は
高学年の枠に出場できます）

無料
6月19日㈮17時15分

までに、電話･ファクス･電子
メールまたは直接スポーツ
課へ

年中（4歳）以上小学
生以下の親子（男女は問い
ません）
（全5回）

○6月28日㈰ 9時30分から
○7月5日㈰･11日㈯･18日㈯･25
日㈯ 13時から

武道館 相撲場（江
島台2-6-1　　388-0622）

鈴鹿市相撲連盟派
遣講師

親子20組（先着順）
親子1組2,500円（スポ

ーツ安全保険料を含む）　
6月9日㈫から21日㈰

の9時から20時までに、参加
料を添えて市立体育館へ

NPO法人鈴鹿市体
育協会（　387-6006）

を観察します。

7月4日㈯ 10時～12時
30分　雨天決行

深谷公園（八野町）

清田卓也さん（きのこ
ウォッチングクラブMIE）

無料
動きやすい服装（長

袖･長ズボンをお勧めします）
6月26日㈮17時15分ま

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

参加者を募集します。お昼
にはちゃんこ鍋も楽しめます。

小学生の男女
6月28日㈰ 8時集合

武道館 相撲場（江島
台2-6-1　 388-0622）

○個人戦（3年生以下・4・5・6年
生の各部）
　参加申込状況によりフレンド

①平成27年4月1日において、高等
学校または中等教育学校を卒業
した日の翌日から起算して3年を
経過していない方および平成28
年3月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの方

②人事院が①に掲げる者に準
ずると認め

○インターネット申込み　6月22
日㈪～7月1日㈬
○郵送または持参　6月22日㈪
～6月24日㈬

　第1次試験：9月6日㈰、
第2次試験：10月14日㈬から
23日㈮までのいずれか指定
する日

　名古屋国税局 人事
第二課試験係（　052-951-

　3511（内線3450））
　名古屋国税局ホームページ
　http://www.nta.go.jp/
　nagoya/

　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。

6月19日㈮～7月2日㈭
9時～17時

市役所本館 15階展
　望ロビー

深谷公園で夏に生えるきのこ



　地域の皆さんに｢こころの病｣
や｢精神障がい｣について理解
していただき、共に理解し合い、
だれもが暮らしやすい地域づくり
を目指して開催します。

6月25日㈭ 13時～15
時50分

文化会館 けやきホール
特別記念講演（鈴鹿厚

生病院院長　中瀬真治さん）、
当事者体験発表、名張市障害
者地域生活支援センターひびき
のオレンジヴォイスによるコーラス、
福祉事業所による作品展示販売

100円（資料代）
NPO法人三重県精神

保健福祉会
不要
鈴鹿厚生病院地域

医療センター（倉田･福井　 
　382-1401）

福祉･介護･看護の
仕事を探している一般･学生

6月28日㈰
○10時30分～12時　就活応
援セミナー
○13時～15時30分　福祉･介
護･看護の就職フェア

　アスト津（津市羽所町
700）

託児あり（予約制）
三重県社会

福祉協議会 三重県福祉人材
センター（　059-227-5160）へ

6月10日㈬ 13時30分
～15時30分

文化会館 さつきプラザ
｢向田邦子とドラマ｣

｢花田清輝と『新日文』｣
河原徳子さん、清水

信さん
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･
電子メールなどで、（公財）鈴鹿市
文化振興事業団（〒513-0802
飯野寺家町810）へ

　食生活や健康づくりについて、
講義や調理実習などを通して、
おいしく楽しく学ぶ教室です。男
性の参加も歓迎します。

市内在住で講座終了
後に食生活改善推進員（ヘル
スメイト）としてボランティア活動
を行う意欲のある18歳以上の
方（全7回参加できる方）

7月7日、8月4日、9月
1日、10月6日、11月17日、12月
1日、平成28年1月12日の各
火曜日　10時～15時（最終
日のみ10時～13時30分）

保健センター
25人（先着順）
調理実習のみ必要

（1回につき500円。4回実施）
電話で健康づくり課へ

6月20日㈯ 10時～15
時30分

鈴鹿医療科学大学 
千代崎キャンパス JART100
年記念ホール

○午前の部　10時～12時（申込
み不要）　講演｢夏を乗りきる
ための養生法｣｢夏の美容法｣
○昼食　12時～13時（事前予
約必要、80人分、税込み
1,000円）　700kcalヘルシー
薬膳弁当
○午後の部　13時30分～15
時30分（当日9時30分から会
場で受け付け）　｢はりの神秘
を体験しましょう｣（いずれかを
選択）①美顔コーナー、②疲
労改善コーナー

午前の部：無料、
　午後の部：①、②のコーナー
は各500円（材料費のみ）　

鈴鹿医療科学大学 
鍼灸学科

鈴鹿医療科
学大学（  383-8991）



服を着たまま海や川に落ちた
とき、安全に救助を待つ方法と
救助法を学びます。流水マシン
の流れの中での体験も行います。

小学生以上（小学1・2
年生は保護者の付き添いが
必要。服を着ての見学可能）

6月27日㈯ 10時～12
時

20人（先着順）
無料
6月8日㈪から受け付

け。水泳場窓口またはホーム
ページで

6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

ママと一緒にピアノの音に合
わせてリズム遊びをしよう。

1～2歳
6月16日･23日･30日、

7月14日の各火曜日 10時～
10時50分

10人 （先着順）
4,000円

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。

2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

6月17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

一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

6月18日㈭ 10時30分
～12時

16人（先着順）
2,600円（材料費込）

　皆さんは｢アサーション｣という言葉を知って
いますか。相手の気持ちを尊重して傷つけな
いように配慮しつつ、自分の思いや考えなどを
言葉にして伝えるコミュニケーション技術の一
つが｢アサーション｣です。
　コミュニケーションの方法は、大きく3つある
と言われています。自分中心で相手のことを
全く考えない｢アグレッシブ｣、自分の感情を押
し殺し相手に合わせる｢ノンアサーティブ｣。そ
して、自分の考えや主張を適切に表現する手
法が｢アサーション｣です。
　日常生活の中では、良い人間関係、円滑な
コミュニケーションを築きつつ、同時に自分の
伝えたいことをはっきり伝えることが、時には必
要なこともあります。相手にうまく伝えられず、
誤解されて気まずくなってしまった、本当は断
りたかったのに断れなかった、そのような経験
をしたことはありませんか。
　例えば、｢買い物に行ってきてよ｣と言うので

はなく、｢私は食事の準備があるので買い物
に行ってきてくれると助かるんだけど｣などと、｢
私｣を主語にして表現することで、自分の気持
ちや考え方をはっきりと、相手に伝えることが
できます。
　このように、自分がどう思っているのかを素
直に伝えると同時に、相手の気持ちを尊重し
た伝え方を心掛けていくことで、用事を頼むと
きや誘いを断る場合であっても、相手を傷つ
けることも少なく、相手も受け止めやすいと考
えられます。
　ありのまま素直に自分の気持ちや考えを明
確に伝え、相手が受け止められるような、相手
の気持ちを尊重した伝え方を心掛けていくこ
とで、お互いをより深く理解しあうことができま
す。アサーションで、自分の権利だけでなく相
手の権利も尊重できる、豊かな人間関係を作
りましょう。


