
勤労青少年ホームを
廃止します

産業政策課    382-8698     382-0304

　市民の皆さんに長らくご利用
いただきました勤労青少年ホー
ムですが、施設の効率的な運営
を検討した結果、市民ニーズの
高い事業で利用するなど効果
的に施設を活用するために、今
年3月末をもって廃止することに
なりました。4月からは、子育て支
援を主とした福祉施設｢子育て
応援館｣として活用していきます。
　なお、｢子育て応援館｣の詳
細については、広報すずか3月
5日号でお知らせします。

平成29年度地域密着型
サービス事業者説明会を

開催します
鈴鹿亀山地区広域連合　介護保険課     

369-3201     369-3202

　鈴鹿・亀山市内で地
域密着型サービス事業を計
画している法人

　3月3日㈭　14時から
　市役所本館 12階

1202会議室
　看護小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型
共同生活介護に関する施設
整備について
※詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連
合ホームページをご覧ください。

納税の夜間窓口を
開設します

納税課    382-9008     382-7660

　2月26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
※北通用口は利用できません。南
玄関からお越しください。

　鈴鹿市教育振興基本計画
（素案）がまとまりましたので、ご
意見をお寄せください。

　
　・市内に在住・在勤・在学の方
　・本市に納税義務を有する方
　・本案に利害関係を有する方

　2月17日㈬～3月18
日㈮（当日消印有効）

　教育総務課、企画
課、市政情報課、地区市民セ
ンター、市ホームページ

　件名｢鈴鹿市教育振
興基本計画（素案）への意見｣、
住所、氏名、意見を記入の上、郵
便・ファクス・電子メールで教育総務
課（〒513-8701（住所不要））へ。
または直接教育総務課、企画課、
地区市民センター窓口へ
※寄せられた意見は個人が特定で
きないように類型化してまとめ、
回答とともに市ホームページな
どで3月下旬ごろに公表します。
個別には回答しません。
※本案に直接関係のない意見につ
いては、一般的な市への意見と
して取り扱います。

市議会を
テレビ中継します

議事課    382-7600     382-4876

　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1日㈫～4
日㈮・7日㈪・8日㈫・24日㈭　全日程
とも10時から当日の会議終了まで
※本会議や常任委員会、議会運営委
員会、全員協議会、各派代表者会議、
広報広聴会議、議会だより編集会
議は傍聴することができます。
※日程は、市役所の掲示板と市議
会のホームページに掲載します。
ただし、日時が変更になる場合が
ありますので、傍聴する場合は事
前に議事課へご確認ください。

　　　
　

メイド・インSUZUKA
応援補助金の事業者を

募集します
産業政策課    382-9045     382-0304

　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
（創業して間もない事業者を含む）
※市税を滞納していないこと。

　交付決定日～
平成29年3月20日

　2月5日㈮から3月4日㈮
17時までに、申込用紙に必要
事項を記入の上、直接または
郵送で産業政策課へ
※申込用紙は産業政策課窓口と市
ホームページで入手できます。

　審査結果（採択ま
たは不採択）は、後日個別に
通知します。

　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）

　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）

鈴鹿市教育振興
基本計画(素案)への
意見を募集します

教育総務課    382-7617     383-7878
　　　　kyoikusomu@city.suzuka.lg.jp
　企画課    382-9038     382-9040　

くらしの情報くらしの情報
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16 2016・2・5



電　話 電子メール ホームページファクス

172016・2・5

税申告に関するご案内
382-9446     382-7604

　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。

　｢公的年金等の源
泉徴収票｣が発行されている
企業年金の収入は、日本年
金機構からの年金などと同じ
公的年金等収入として申告
します。雑所得のその他収入
ではありません。雑所得のそ
の他収入に当てはまる年金
には、生命保険契約による個
人年金などがあります。

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。
※医療費控除の控除額が発生する
のは、支払った医療費から保険
金などで補てんされた金額を差
し引いた残額が、10万円(所得が
200万円以下の場合は所得の5
％)を超えた場合です。

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。
※平成27年分から、源泉徴収の対
象とならない公的年金等(外国で
支払われる年金)の支給を受ける
方は、年金所得者の確定申告不
要制度の適用を受けることがで
きません。

　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。

※譲渡所得、贈与税、相続税の相
談は行いません。

　2月21日㈰
　神戸コミュニティセンタ

ー（神戸9-24-52）

○住宅借入金等特別控除を
受けられる方  9時30分～11
時（途中入場不可）
○医療費控除を受けられる方
11時10分～12時（途中入場
不可）
※いずれも10分前から受付開始
※会場の混雑状況により、受付を
早めに終了することがあります。
○事業所得を有する方（予約制）
13時～15時
※平成27年分の所得金額が300
万円以下の方に限ります(消費
税の課税事業者で、平成27年
分の課税売上高が3,000万円
を超える方は対象外です)。

　東海税理
士会鈴鹿支部（　382-7715 
平日9時～14時）

国民年金保険料のお支払いは
便利な口座振替で

保険年金課    382-9401     382-9455

　国民年金保険料の口座振替
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
安です。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
付すると安くなります。

　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

※平成28年4月分からの前納は、
2月末までにお申し込みください。

　津年金事務所国民
年金課（  059-228-9112）



くらしの情報くらしの情報

18 2016・2・5

　

平成28年度公立保育所
嘱託保育士を募集します
児童保育課    382-7606     382-7607

　昭和31年4月2日以
降の生まれで、保育士資格を
取得または平成28年3月末日
までに取得見込みの方

　雇用した日（平成
28年4月採用予定）～平成29
年3月31日
※更新する場合もあります。

　給与は16万4,300円
です。その他各種手当て（期末
手当、通勤手当など）があります。
社会保険にも加入します。

　10人程度
　2月28日㈰
　2月5日㈮から22日㈪

まで（土･日曜日、祝日を除く
8時30分～17時15分）に、採
用試験申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送
（簡易書留）で児童保育課
（〒513-8701（住所不要））へ
※採用試験申込書は、直接または郵送
で児童保育課へ請求してください。
郵送の場合は、封筒の表に朱書きで
｢嘱託職員採用試験申込書希望｣と
記入の上、返信用封筒(宛先を記入
し、92円切手を貼った12cm×23㎝
程度)を同封してください。

※公立保育所の臨時保育士、延長保育

補助員(有資格者)、臨時給食調理員
の登録も随時受け付けています。

ボランティア・市民活動団体
紹介パネル展への
参加団体を募集します
地域課    382-8695     382-2214

　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。

　主に市内を活動拠点
としているボランティア、市民
活動団体など

　3月18日㈮～23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）
※営利目的、宗教、政治活動など
の情報は掲載できません。

　3月4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

※参加申込書は、市ホームページ
（トピックスまたはすずか市民活
動情報広場）からも入手できます。

　3月7日㈪から14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

トイなおす（おもちゃ病院）を
開設します

廃棄物対策課    382-7609     382-2214

　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
一緒に持って来てください。当日
都合の悪い方は、事前に廃棄
物対策課へ持って来ていただ
くことも可能です。修理後は、廃
棄物対策課まで取りに来てい
ただきます（当日修理が完了し
たものは、当日お渡しできます）。
※廃棄物対策課での保管期間は
1年間です。連絡がありましたら、
早めに取りに来てください。

　2月21日㈰　10時～
15時（受付14時まで）

　図書館 2階視聴覚室
※テレビゲーム・キッズコンピュー
ター、ぬいぐるみ、大型遊具、幼
児用電動バイク、楽器(電子ピア
ノ・笛・ハーモニカ)などは修理で
きません。

お 知 ら せ
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（次の要件全てに該当する方）
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
※高齢者世帯は、前記要件を全て満たし、60歳以上の方
がいる世帯が対象です。
※身体障がい者世帯は、前記要件1と3～6を全て満たし、
1級～4級の身体障がい者がいる世帯が対象です。
※単身者の入居資格要件については、お問い合わせくだ
さい。

　2月8日㈪から29日㈪まで（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

※申込書類は2月8日(月)から住宅課窓口で配布し
ます。　
※応募者多数の場合は、3月17日(木)・18日(金)(予
定)に公開抽選会で決定します。

　4月下旬
※障がい者世帯、ひとり親世帯など優先措置を受け
られる世帯がありますので、申し込みの際に申し
出てください。
※募集戸数、内容については、状況により変更する
場合があります。

団　　地

ハイツ旭が丘

ハイツ旭が丘

安塚団地

一ノ宮団地

高岡山杜の郷

安塚団地

一ノ宮団地

高岡山杜の郷

中旭が丘三・四丁目

中旭が丘三・四丁目

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

高岡台四丁目

安塚町315番地

一ノ宮町1177番地の3

高岡台四丁目

中層耐火造4・5階建て

中層耐火造4・5階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造3階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造4階建て

中層耐火造3階建て

6戸

4戸

2戸

3戸

4戸

5戸

4戸

4戸

16,400円～35,600円

16,200円～35,600円

10,800円～23,800円

12,400円～27,500円

20,000円～41,900円

10,700円～23,400円

12,400円～27,500円

19,800円～40,800円

所　在　地 構　　造 募集
戸数 家　　賃

※家賃は申込者の世帯所得を基準に算定します。

告
広
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市有地と土地開発公社所有地を一般競争入札により売却します
管財営繕課    382-9675     382-8188
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公共下水道への接続で
快適な生活環境を

下水維持課    382-7636     384-3938

下水道が普及すると、清潔で
快適な生活環境が確保され、ま
た、海や川がきれいになります。こ
の公共下水道への接続に関し
ては、次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
に水洗便所に改造し、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。
※契約に際し、後でトラブルが生じ
ないように工事の内容・支払方法
などを十分に検討し、納得のいく
内容で契約しましょう。
○公共下水道への接続切り替

え工事の費用に対する｢融資
あっせん制度｣がありますので、
指定工事店にお問い合わせく
ださい。
※市では、下水道への接続の普及促
進として戸別訪問しています。お伺
いする者は｢身分証明書｣を携帯し
ています。不審な点があれば確認し
てください。

○油は下水道を傷めます。油の
ついた食器などは、キッチンペ
ーパーなどでふき取ってから
洗い、油を含んだスープ類は、
浮いた油を除いてから流して
ください。
○事業所・飲食店の方は、除害
施設を通してから、下水道に
流してください。除害施設は
適時清掃・点検をしてください。

シルバー人材センター
入会説明会を開催します
（公社）鈴鹿市シルバー人材センター

382-6092     382-6093　

60歳以上で、シルバー
人材センターの趣旨に賛同し、

健康で働く意欲のある方
　2月16日㈫、3月15日㈫

10時～11時　
※4月からは毎月第2火曜日(祝日
の場合は翌日)に開催します

　鈴鹿市シルバー人材
センター（神戸1-17-5）

第60回新入学を祝う
よい子のつどい

学校教育課    382-7618     382-9054

新小学1年生の入学を祝う催
しを行います。

2月28日㈰　14時～
15時30分ごろ

市民会館
市内に在住する平成

28年度小学校入学予定者と
その保護者

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

催 し 物

お 知 ら せ

　住宅用地や店舗用地、駐車場用地などに最適な物
件です。手続方法など気軽にお問い合わせください。

　3月7日㈪　物件（1）9時、物件（2）10時、
物件（3）11時

　市役所本館 10階1004入札室
　2月5日㈮から3月3日㈭まで（土・日曜日、祝日

を除く）の8時30分から17時15分までに、直接管財

営繕課へ
※郵送による申し込みはできません。
※入札参加資格など詳しくは、お問い合わせください。

　2月10日㈬　物件（1）9時30分から、
　物件（2）10時30分から、物件（3）11時30分から

売却物件所在地

（１）

（２）

（３）

所在地 地目 地積 用途地域 予定価格
(売却最低価格)

白子駅前2949番6

安塚町字野瀬1505番5

北玉垣町字細田1667番1

宅地

宅地

公衆用道路

928.37㎡

194.84㎡

96.23㎡

商業地域

準工業地域

準工業地域

58,239,000円

5,317,000円

2,514,000円

物件
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中日新聞社（　052-221-
　0671）、学校教育課

講演会「つながれば、ひろがる
～キーワードは男女共同参画～」

男女共同参画課
381-3113     381-3119  

まちづくり（社会学・地域社会
学）の専門家を講師に迎え、鈴
鹿を元気にするまちづくりとその
ために必要な男女共同参画に
ついて、社会問題を踏まえなが
らお話しいただきます。後半は地
域で活躍する3人のパネリストを
迎えてパネルディスカッションを
行います。
※手話通訳あり

　2月27日㈯　13時30
分～15時30分

　男女共同参画センター
　

　石阪督規さん（東京未来大学
教授）

　横田美喜子さん
（白子まちかど博物館運営委
員会代表）、江藤康智さん（明
生小学校おやじの会代表）、
伊藤理恵さん（防災カンガル
ー★すずか代表）

　90人（先着順）
　無料
　先着10人程度、6カ月

～未就学児、無料
　氏名、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。託児を希
望される場合は、2月19日㈮まで
にお子さんの氏名、年齢および
月齢、住所もご連絡ください。

考古博物館のイベント
考古博物館    374-1994     374-0986

　特別展「鹿－『鹿と古代人』その
後－」の関連講演会を行います。

　2月14日㈰　14時から
　考古博物館 講堂
　橋本裕行さん（橿原考

古学研究所附属博物館）
　無料

　体験博物館とホールコンサー
トを行います。体験博物館では
弓矢・火おこし・勾玉作り・ストーン
アート・ペーパークラフトの体験を
行います。ホールコンサートでは、
リコーダーの奏でる音色をお楽
しみください。

　2月21日㈰　10時から
　考古博物館ホール、

玄関前広場など

　・体験博物館（10時～15時）
　※弓矢・火おこし体験は雨天時
　中止
　・ホールコンサート（12時45分から）
　・ハンバーガーの販売、お茶の
振る舞い（10時30分から）

　2月27日㈯　14時から
　考古博物館 講堂
　当館職員
　無料　

市民活動交流会
地域課    382-8695     382-2214

　ボランティアや市民活動、NPO
の交流会です。

　市内の市民活動、ボ
ランティア、NPOなどに興味の
ある方

　2月20日㈯　13時30分
～15時30分（受付13時から）

　すずかのぶどうBチャ
レンジ（イオン白子店3階）

　活動を継続し、活性化
していく上での事務局機能の

大切さ
　NPO法人Mブリッジ
　NPO法人市民ネット

ワークすずかのぶどう（  ・   387-
   0767　budou@mecha.ne.jp）
※本事業は、市が市民活動支援事
業を委託しているNPO法人市民
ネットワークすずかのぶどうが実
施します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿
  372-8850     372-3722

　2月13日㈯　10時～
15時

　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿 体育館

　・フリーマーケット100ブース
　・ラーメン、焼きそば、からあげ、
ミニクロワッサン、カレーパンな
どの飲食物販売
　・ワンコインブース（骨盤矯正
体験など）
　・SSGスポーツクラブ発表会
（10時30分から）
　・よさこいチーム飃～FREEDOM
～による演技（13時から）

　無料

スズカフラワーバレンタイン
農林水産課    382-9017     382-7610　  
　大切な人に日頃の感謝を伝え
たい皆さん、花をプレゼントしてその
気持ちを伝えませんか。

　2月13日㈯　10時～
16時

　イオンモール鈴鹿　2
階フードコート前広場

　花束の撮影会、ミニ
ブーケ販売、フラワーアレンジ
メント体験

　鈴鹿生花商組合（日
高　383-3291）
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東海道(庄野～石薬師)を
歩こう

石薬師公民館    374-2990    374-4268

東海道の庄野宿・石薬師宿の
間を歩きながら、名所旧跡を楽し
みます。ウオーク終了後は、石薬
師小学校でおにぎりや豚汁など
の振る舞いをお楽しみください。

　3月6日㈰　8時30分
から（小雨決行）

　石薬師小学校、JA鈴
鹿庄野支店、庄野地区市民
センターのいずれかへ
※JRを利用する方は加佐登駅から
徒歩で庄野地区市民センターへ

　川俣神社、庄野宿資
料館、石薬師一里塚、蒲桜、
石薬師寺、浄福寺、佐佐木信
綱記念館、小澤本陣跡など約
4.5kmを散策します。

　2月26日㈮までに、直接
または電話で石薬師公民館へ

読み聞かせ講座
｢赤ちゃんに絵本を読もう｣
図書館    382-0347     382-4000      
　toshokan@city.suzuka.lg.jp

　赤ちゃんから3歳くらい
までの小さいお子さんに読み
聞かせをしてみたい方や、もう
少し上手になりたい方

　
①2月17日㈬10時～12時（おじ
いちゃん・おばあちゃん向け）
②2月18日㈭10時～12時（パパ・
ママ、関心のある方向け）

　図書館 2階視聴覚室
　木村由美子さん（JPIC

読書アドバイザー）　
　各30人
　電話か、図書館1階ロ

ビーにある申込書に必要事項
を記入の上、図書館窓口へ。ま
たは氏名、連絡先、参加希望日
を記入の上、ファクス・電子メー
ルで図書館へ

ハッピーになるための
女性の健康セミナー

健康づくり課    327-5030     382-4187

　生涯を通じて健康で明るく充
実した日々 を送るために、自分の
体と上手に付き合うコツを一緒に
学びましょう。 

　保健センター
　2月9日㈫から2月29日㈪

までに、電話で健康づくり課へ

　20～64歳の女性
※お子さんを連れて参加できます
(託児はありません)。
※持病のある方は、申し込み時に
ご相談ください。

　3月4日㈮　9時30分
～11時30分

　運動体験（ヨガ）と女
性の健康づくりに関する講話

　清元尚美さん（ヨガ・ピ
ラティス講師）

　30人（先着順）
　無料

　20～64歳の女性
　3月9日㈬　10時～12

時30分
　簡単な調理とアンチエイ

ジングに関する講話
　30人（先着順）
　300円（材料費）

　20歳以上の方
※男性の方も参加できます。
※平成27年度に保健センターで

測定された方、骨粗鬆症の治療
中の方を除く

　3月7日㈪9時30分～
11時、13時30分～15時
※ご都合の良い時間にお越しくだ
さい。

　簡易骨密度測定とミ
ニ講座

　無料
　不要

※測定はかかとで行いますので、
はだしになれる服装でお越しく
ださい。

笑いヨガ
健康づくり課    327-5030     382-4187

　｢笑いの体操｣と｢ヨガの呼
吸法｣で、こころと体をリフレッシ
ュしませんか。

　市内在住の方
　3月8日㈫・9日㈬　14時

～15時30分
　保健センター
　講話（笑いの効用）と

笑いヨガの実技
　動きやすい服装、水分

補給の飲み物
　各30人（先着順）

※どちらか1回のみ参加できます。
　無料
　2月8日㈪から電話で

健康づくり課へ

ココロとカラダをいたわる
セルフケア講座　
～人間関係に役立てる
アンガーマネジメント～

健康づくり課    327-5030     382-4187

　イライラ・怒りの感情をコントロ
ールして、人間関係も自分もラク
になる方法を学びましょう。

　市内在住の方
　3月3日㈭　10時～11

時30分
　保健センター　

講座・教室

催 し 物
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　富田美佐緒さん（カウン
セリングオフィスうらら）

　50人（先着順）
　無料
　2月5日㈮から電話で

健康づくり課へ

ものづくり体験教室
企画課    382-9038     382-9040　

　鈴鹿工業高等専門
学校への入学を目指している
方、ものづくりが好きな方、パソ
コンが好きな方など

　鈴鹿工業高等専門学校
　無料（別途傷害保険

料50円）
　同校ホームページ

（「地域の皆様」→「公開講
座・大会」）から

　同校総務課地域連携
係（  368-1717    387-0338）

　中学生

　3月13日㈰　9時30分
～15時30分

　20人（原則先着順）
　2月29日㈪17時

　中学生
　3月29日㈫　9時30分

～16時
　20人（原則先着順）
　3月15日㈫17時

　中学1・2年生
　3月31日㈭　10時～

16時15分
　32人（原則先着順）
　3月15日㈫17時

スポーツの杜 短期教室
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿
 392-7071     372-2260

　2月9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

2カ月から歩く前まで
のお子さんと母親

　2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

　「おひなさま」の巻き寿司を作
ります。

　一般成人（お子さん
を連れて参加できます）

　2月18日㈭　10時30
分～12時

　16人（先着順）
　2,600円（材料費込）

　12月3日に、鈴鹿市と亀山市の中学生が参加
して後期生徒会研修会｢いじめ防止フォーラム
2015｣が行われました。フォーラムでは、中学生に
よる人権劇の発表や生徒会自作の啓発ビデオ
の上映、各中学校代表者によるパネルディスカッ
ションなどが行われました。
　また、フォーラムの最後で、それぞれの学校で
考えられた｢いじめを生まない、許さない学校｣を
イメージした言葉と行動目標をまとめた｢いじめ
防止宣言｣の採択のときに、司会の先生が参加
者に意見を求めると、いくつかの修正意見が出
されました。そして会場にいた全員でもう一度そ
の宣言文を読み直すことで、会場の雰囲気がぐ
っと濃くなった気がしました。

　参加した生徒たちからは、｢いじめ防止宣言
にある言葉には、鈴亀地区中学生のたくさんの
思いがつまっている。宣言にある言葉や思いを、
この場で終わらせず、みんなに広めていきたい
です｣という声も聞かれました。
　彼らの思いのつまったいじめ防止宣言は、市
内各小中学校に掲示され、鈴鹿市教育委員会
のホームページにも掲載されています。子どもた
ちが身近で起きているいじめの問題をどう感じ、
どう向き合おうとしているのかよく伝わってきます。
ぜひご覧ください。
　子どもたちと共にいじめのない社会をつくって
いくためのヒントが、宣言の中から見つかるかも
知れませんね。

子どもたちによる「いじめ防止宣言」
jinkenseisaku@city.suzuka.lg.jp人権政策課 　382-9011　 382-2214
kyoikushien@city.suzuka.lg.jp教育支援課 　382-9030　 382-9053

○固定資産税・都市計画税…4期
○国民健康保険税…8期
【 納期限は2月29日(月)です】


