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ふとん丸洗いサービスを
ご利用ください

長寿社会課    382-7935    382-7607

    chojushakai@city.suzuka.lg.jp

　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。
対　象　在宅で約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

内　容　中綿が、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日間ほどお預かりします
(11月中に実施)。

費　用　無料
申込み　10月31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

※お住まいの地区の地域包括支援

センターの連絡先など、詳しく

は長寿社会課へお問い合わせく

ださい。

新たに生け垣を設置する方
に補助金が交付されます

市街地整備課    382-9025    382-7615

    shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に所有する土地
に新たに生け垣を設置する
個人または市内に事務所な
どを有する法人

対象生け垣　幅員4m以上の
道路に隣接しており、生け
垣の延長が2m以上で樹木
が1mあたり2本以上ある
もの

補助金額　樹木1本あたりの
金額の上限を1,000円とし、
補助金額は5万円を限度と
します。

※補助金を受けようとする方は、生

け垣を設置する前に申請する必

要があります。

ブロック塀などの除却
工事に助成を行っています

建築指導課    382-9048    384-3938

    kenchikushido@city.suzuka.lg.jp

　災害時におけるブロック塀な
どの倒壊事故を未然に防ぎ、
通行人の安全と災害時の避難
路を確保するため、ブロック塀
の除却に対して助成を行ってい
ます。
対　象　公道(セットバックが
必要な道路を除く)に面し、
高さが1mを超えるものなど

助成額　市の職員が現場確認
をした上で、市の積算に基づ
いた除却費を算出し、算出
額の2分の1(限度額あり)を助
成します。

※申請は、必ずブロック塀などを

壊す前に行ってください。

※詳しくは、建築指導課へお問い

合わせください。

在留管理制度、特別永住者
の制度が変わります

市民課    382-9132    382-7608

    shimin@city.suzuka.lg.jp

　平成24年7月から新たな在留
管理制度が導入され、特別永
住者の制度も見直されます。こ
れに伴い外国人登録制度が廃
止され、特別永住者の方には
特別永住者証明書が交付され、
日本に中長期間にわたり適法
に在留する方には在留カードが
交付されます。
　その他改正点の概要は下記

のホームページをご覧ください。
また、市民課、各地区市民セン
ターにリーフレットを備えてい
ます。
○新たな在留管理制度
　　ht t p : //www. imm i -
moj.go.jp/newimmiact_1/
index.html
○特別永住者制度
　　ht t p : //www. imm i -
moj.go.jp/newimmiact_2/
index.html

問合せ 外国人在留総合インフ
ォメーションセンター
　(　0570-013904 平日8時30
分～17時15分)

国民年金保険料の免除・
猶予期間の追納ができます

保険年金課    382-9401    382-9455

    hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

　国民年金保険料の免除(全額
免除・一部免除)、若年者納付
猶予、学生納付特例を受けた
期間がある場合、保険料を全
額納めたときよりも老齢基礎年
金の受取額が少なくなります。
そこで、これらの期間の保険料
は、10年以内であればさかのぼ
って納めること(追納)で将来受
け取る老齢基礎年金額を増額
できます（老齢基礎年金をす
でに受給の方は除く）。
　ただし、免除などの承認を
受けられた期間の翌年度から
起算して3年度目以降に追納さ
れると、当時の保険料額に一
定の加算額が上乗せされます。
持ち物　年金手帳、認印
※代理の方が手続きされる時は委

任状と身分確認できる物をお持

ちください。

問合せ　津年金事務所 国民年
金課(　059-228-9188)、鈴鹿
市 保険年金課(　382-9401)

お 知 ら せ
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※｢広報すずか｣の発行経費の一部に充てるため、有料広告を掲載しています。内容に関する責任は広告主に帰属します。
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第5次鈴鹿市総合計画
行財政経営計画素案への

意見を募集します

企画課    382-9038    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

　本市では、平成24年4月から
平成28年3月までに取り組む施
策の計画(行財政経営計画)の
策定作業を進めています。
　これまでに市役所内で議
論を重ねたものを、素案とし
てまとめましたので、公表し、
広く市民の皆さんのご意見を
求めます。
　なお、より多くの方のご意
見をいただくため、意見交換
会(市長出席予定)も併せて
開催します。ぜひご参加くだ
さい。
意見募集期間　10月5日㈬～
11月4日㈮

素案閲覧場所　企画課、市政
情報課、図書館、地区市民
センター、公民館およびホー
ムページ

意見提出方法　企画課、図書
館、地区市民センター、公民
館のいずれかの窓口へ持
参、または、郵送、ファクス、
電子メールで企画課へ

※素案に寄せられた意見は、個人

が特定できないように類型化し

てまとめ、それに対する回答とと

もにホームページなどを通じ、12

月頃に公表します(個別には回

答いたしません)。
◆意見交換会 

と　き 
○10月14日㈮18時3 0分～
20時30分 
○10月23日㈰14時～16時
ところ　市役所本館1 2階 
1203会議室

※内容は、両日とも同じです。

※申し込みは不要です。

第44回鈴鹿市美術展の
出品手続きを行います

㈶鈴鹿市文化振興事業団

    384-7000    384-7755

    since-97@s-bunka.net

　10月11日㈫から出品手続き
が始まります。この手続きをし
ないと作品を出品できません
のでご注意ください。
出品手続き　10月11日㈫から
21日㈮(土・日曜日を除く9
時から17時)に、出品申込書
を、〒513-0802 鈴鹿市飯
野寺家町810 ㈶鈴鹿市文
化振興事業団へ

※毎週月曜日と第3火曜日は文化

会館の休館日です。お越しの

際は、東側(第1駐車場側)入口

よりインターフォンを押してく

ださい。

※詳しくは、文化振興事業団ホー

ムページをご覧いただくか、公

民館備え付けの「第44回鈴鹿

市美術展作品募集」をご覧く

ださい。

◆作品の搬入

と　き　10月22日㈯、23日㈰ 
9時～16時

ところ　全部門とも文化会
館(1階ロビーで受け付け)

◆公開審査会

と　き　10月25日㈫ 10時から
ところ　全部門とも文化会館
◆展覧会

と　き　11月2日㈬～6日㈰ 
9時～17時(6日は16時まで)

ところ　 文化会館

パーソントリップ調査に
ご協力を

都市計画課    382-9063    384-3938

    toshikekaku@city.suzuka.lg.jp

　国土交通省、愛知県、岐阜
県、三重県、名古屋市では、
人の動きを調査する「パーソン
トリップ調査」を行います。無
作為に選んだご家庭に10月か
ら11月ごろに調査票をお送り
します。また、どなたでも回答
いただけるWEB調査も実施
します。
　 https://chukyopt.info/
問合せ　中京都市圏PT調査
実施本部(　0120-101-711)

くくらしの情報くらしの情報

お 知 ら せ
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※有料広告に関するお問い合わせは、秘書広報課(　  382-9036)へ

みみなと総合法律事務所

三重県四日市市浜田町６番１１号サムティ四日市ビル７階

http www pcs ne jp hisho:// . . . /~                                       

☎(059)354-3355㈹
「お車でお越しの際はお近くの

受付時間９：００～１８：００（土・日・祝除く）

検 索みなと総合法律事務所　四日市

徒歩３分
 近鉄四日市駅前   

- まずはお気軽に、ご相談下さい -

相談料

刑 　 事債務整理民 　 事

60分 10,500円 30分 5,250円（各税込）

近鉄・JA・くすの木などのＰをご利用下さい」

商 　 事 家 　 事
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6次産業化を支援する
サポートセンターの活動が

始まります

農林水産課    382-9017    382-7610

    norin@city.suzuka.lg.jp

　6次産業化とは、農林漁業
者が生産(第1次産業)だけで
なく、食品加工(第2次産業)、
流通・販売(第3次産業)にも
主体的・総合的に関わり合う
ことで高付加価値化を図り、
農山漁村の活性化につなげ
ていこうとするものです。
　農林漁業者の方で、新たに
加工・販売に取り組みたいな
ど、どんな内容でもご相談く
ださい。
問合せ　㈶三重県農林水産
支援センター(　0598 -48 -
1227)

ポルトガル語対応の専門
嘱託職員を募集します

㈶鈴鹿国際交流協会

   383-0724    383-0639

    sifa@mecha.ne.jp

対　象　下記のいずれにも該
当する方
○ポルトガル語と日本語のでき
る方(読み書きを含む)
○地方公務員法第16条の欠格
条項に該当しない方
○外国籍の方は、外国人登録
法に基づく登録があり、出入
国管理及び難民認定法に基

づく有効な在留資格・期間が
ある方
○通勤可能な方
○普通自動車免許を持ってい
る方

内　容 
○ポルトガル語刊行物、印刷物
の翻訳
○窓口、地域での外国人の対
応、通訳(相談業務への対応
含む)
○在住外国人施策の企画・立
案・実施
○一般事務
雇用期間　12月1日から平成
25年3月31日まで(更新あり)

定　員　1人
申込み　10月21日㈮までに、
試験申込書に必要事項を
記入の上、直接または郵送
で、〒513-0801 神戸一丁目
18-18 ㈶鈴鹿国際交流協
会事務局へ

※試験申込書は、直接、郵送、電子

メールで請求してください。郵送

の場合は、封筒の表に朱書きで

「試験申込書希望」と記入の

上、返信用封筒(宛名を明記し、

80円切手を貼った12㎝×23㎝程

度のもの)を同封してください。

◆採用試験

と　き　10月30日㈰9時30分
から

ところ　市役所本館1 2階 
1203会議室

職場におけるウイルス性
肝炎対策にご協力を

産業政策課    382-8698    382-0304

    sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　日頃、仕事に従事されてい
る労働者の方々の中にも、ウ
イルス性肝炎の感染に対す
る自覚のない方、感染に気づ
いていても早期の治療をた
めらう方がいると考えられま
す。肝炎の患者・感染者が早
期に感染を自覚し、治療を受
けやすい環境を作るために
も事業者の皆さんは、下記の
ことについてご協力をお願い
します。
○労働者に対して、肝炎ウイル
ス検査を受けることの意義
を周知し、検査の受診を呼
び掛けること
○労働者が検査の受診を希望
する場合には、特段の配慮
をすること
○プライバシー保護に十分配
慮すること
○肝炎治療のために就労でき
ない労働者に対して、特段の
配慮をすること
○職場や採用選考時に、肝炎
の正しい知識の普及を図る
こと

問合せ　厚生労働省健康局 
疾病対策課肝炎対策推進室
(　03-3595-2103)
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鈴鹿市暮らしの便利帳を
配布します

秘書広報課    382-9036    382-9040

    hishokoho@city.suzuka.lg.jp

　各種届出、子育て、福祉など
市民生活に欠かせない行政情
報のほか、毎日の暮らしに役立
つお知らせなどを掲載する｢暮
らしの便利帳｣が官民協働事
業として発行されます。市が行
政情報を提供し、株式会社サイ
ネックスが発行者となり、10月
中旬以降に全世帯に無料で配
布します。
　11月下旬になっても便利帳が届
かないなど、配布に関するお問い
合わせは、株式会社サイネックス
四日市支店へ(　361-1144)。

第21回鈴鹿市消防団
消防操法大会

中央消防署    382-9164    382-9166

    chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp

　放水技術の向上と士気の高
揚を図ることを目的に、市内23
地区の消防分団が、日頃の訓練
の成果を発表します。
と　き　10月23日㈰ 8時～
11時30分

ところ　三重県消防学校(石
薬師町452)

※警報発令時は中止

第44回鈴鹿市小中学校
音楽会

指導課    382-9028    383-7878

    shido@city.suzuka.lg.jp

◆中学校の部

と　き　11月4日㈮ 10時30分
～14時30分

ところ　市民会館
内　容　市内中学校による
合唱発表

◆小学校の部

と　き

○11月17日㈭
　第1部：9時20分～11時40分
　第2部：13時20分～15時40分
○11月18日㈮
　第3部：9時20分～11時40分
　第4部：13時20分～15時40分
ところ　市民会館
内　容　市内小学校による
合唱、合奏などの音楽発表

第4回金生水沼沢植物
群落観察会を開催します

文化課    382-9031    382-9071

    bunka@city.suzuka.lg.jp

と　き　10月16日㈰(雨天決行)
集合時刻　8時(第1班)、10時
(第2班)

集合場所　飯野地区市民セ
ンター(西條町463)

※徒歩・自転車の方は開始時

刻までに直接開催場所へ

開始時刻　8時30分(第1班)、
10時30分(第2班)

定　員　40人(申し込み先着順)
※受付順に、第 1 班 20 人、第 2

班 20 人に割り振ります。

持ち物　水筒、タオル、帽子
など

※当日の天候により地面がぬか

るむこともありますので、雨天

時には雨具や長靴をご持参く

ださい。

申込み　10月11日㈫8時30分

から、電話で文化課へ
※1グループ3人まで申し込めます。

定員になり次第、締め切ります。

障がい者ふれあい運動会

障害福祉課    382-7626    382-7607

    shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

　障がいのある方が、スポーツ
の楽しさを体験するとともに、
親睦や交流を深め、自立と社会
参加の推進を図るために開催
します。
と　き　10月23日㈰ 10時～
15時

ところ　市立体育館
主　催　鈴鹿市障害者団体
連合会

ミュージアムコンサート
「十三夜の調べ」

考古博物館    374-1994    374-0986

    kokohakubutsukan@city.suzuka.lg.jp

　座席応募者多数のため、2部
制(入替制)とします。これに伴
い予定時間を以下のように変更
いたします。
と　き　10月9日㈰
○第1部：18時～18時40分(立
見 : 定員 40 人 )
○第2部：19時～19時40分(立
見 : 定員 40 人 )

と こ ろ 　考古博物館展示
ホール

演奏者　オカリナデュオ「水
平線」

入場料　無料
※なお、座席の申し込みをされた

方は、当日の席の指定が第 1部

か第 2 部かを返信はがきでご

確認の上、お越しください。

※当日は、考古博物館サポート会

の協力により、万灯で会場のラ

イトアップを行います。

※開催中の企画展も無料で観覧

できます(17時～19時30分)。

お 知 ら せ

催 し 物



電　話 電子メール ホームページファクス

212011・10・5

リサイクルフェア2011

廃棄物対策課    382-7609    382-2214

    haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月6日㈰ 9時30
分～12時

ところ　労働福祉会館(神
戸地子町388)

内　容　市内で回収された
衣類を無料で提供します
(衣類のみの出品です)。

◆衣類を募集します

　家庭で不要となった再利用
可能な衣類(新品か洗濯した物)
を提供してください。
※汚れている物・下着・くつ下は

不可

申込み　10月11日㈫から26日
㈬までに、電話で廃棄物対
策課へ

引取り　10月27日㈭～11月4
日㈮の9時～16時

※職員が自宅へ伺います。申込み

の際に引取り日をお知らせし

ます。また、直接廃棄物対策課

への持ち込みも可能です ( 持ち

込みの場合は、11月 4日㈮ 16

時まで )。

※ハンガーは、外してください。

※衣類の状態によってはお断りす

る場合もありますので、ご了承

ください。

MIEF-IATSSフォーラム
文化交流会

市民対話課    382-9058    382-7660

    shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp

　ASEAN8カ国の研修生と県
国際交流員の国々の文化、習慣、
歌やダンスなどを紹介します。
と　き　10月23日㈰ 13時
30分～17時

ところ　鈴鹿メディアパー
ク(住吉町8947 )

内　容　「世界のお化け・
怪談」の紹介、各国ブース

展示、チャリティーオーク
ション、参加者全員による
パフォーマンス

参加料　無料
問合せ　公益財団法人国際
交 通安 全 学会 I AT S S
フォーラム(　370 - 0511)、
㈶三重県国際交流財団
(　059-223-5006)

※事前申込は必要ありません。

※当日、仮装してきた人はプレゼ

ントがもらえます。

第35回鈴鹿市
エコ・サイクリング大会

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　11月6日㈰ 8時30
分から(雨天時は13日㈰)

集　合　鈴鹿ハンター弁天
広場

内　容  
○A(チャレンジ)コース(50㎞)
○B(サイクリング)コース(38㎞)
○C(ファミリー)コース(18㎞)
※いずれも八野ワークセンター

で昼食、イモ掘りを行います。

イモは主催者が弁天広場まで

運びます。 
参加料　A・B・Cコースとも
2 , 0 0 0 円 ( 小 学 生 以下
1,200円)

※イモ、昼食、保険料を含みます。

主　催　鈴鹿市サイクリング
協会

申込み　10月31日㈪までに、
申込書に必要事項を記入の
上、参加料を添えて、鈴鹿ハ
ンター1階総合インフォメー
ション、辻岡サイクル(中旭が
丘2-7-40)、森サイクル(国府
町2271-1)、ベルハンター白子
店(南江島町10-3)へ

※申込書は、上記申込先とスポー

ツ課に備え付けてあります。

※小学生以下は、保護者同伴

問合せ　鈴鹿市サイクリング
協会　大久保(　090-2343-
1101)へ

鈴鹿市ファミリー
バドミントン交流大会

スポーツ課    382-9029    382-9071

    supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内在住・在学・在
勤の方で構成されたチーム
(小学生以上)。試合に出場す
る選手は3人で、1チーム3人
から6人で編成

と　き　11月20日㈰8時45分
～16時(予定)

ところ　市立体育館(正体育
館)

内　容　ブロック予選後、決
勝トーナメント

※審判は、相互審判 ( 笛を持参し

てください )

参加料　無料
申込み　10月28日㈮までに、
市内公共施設・スポーツ施設
に設置の申込用紙に、必要事
項を記入の上、スポーツ課へ

すずたん広場

企画課    382-9038    382-9040

    kikaku@city.suzuka.lg.jp

と　き　①11月22日㈫、②12
月13日㈫ いずれも10時～11
時30分(9時30分受け付け)

ところ　鈴鹿短期大学内
内 　 容　育児相談、手遊び、
パネルシアター、体操、手作
りおもちゃなど

参加費　無料
申込み　①10月3日㈪から28
日㈮、②10月31日㈪から11月
25日㈮に、ファクス、電子メー
ルで鈴鹿短期大学(　379-
4693、　koukai@suzuka-
jc.ac.jp)へ
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「ザ・まつり」を
開催します

商業観光課    382-9016    382-0304

    shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　鈴鹿市南部地域商工発展
会では、商店街の活性化と地
域活性化を目的として、青空市
やゲーム大会のイベントを鈴鹿
国際大学主催「鈴国祭」と同
時開催します。
と　き　10月23日㈰ 10時から
(雨天決行)

ところ　鈴鹿国際大学グランド
内　容　生鮮品の青空市・生
花販売・模擬店、天栄中学校
ブラスバンド部演奏、福祉関
係展示、ビンゴゲーム大会など

主　催　鈴鹿市南部商工発
展会

問合せ　鈴鹿市南部商工発
展会会長 岩逧(　372-0261)

一日合同行政相談所を
開設します

市民対話課    382-9004     382-7660

shimintaiwa@city.suzuka.lg.jp   

　10月17日㈪から23日㈰までの
「行政相談週間」にちなみ、
「行政相談所」を開きます。
と　き　10 月 21 日㈮ 10 時
～ 16 時

ところ　本館12階会議室
内　容　年金、国政、県政、相
続、登記、境界など

相談担当者　行政相談委員、
鈴鹿県民センター、◎弁護士、
◎公証人、◎司法書士、◎税
理士、◎土地家屋調査士、◎
不動産鑑定士、行政書士、社
会保険労務士、行政評価事
務所の相談員

※「◎」は事前予約が必要です。相談

によって、開催時間が異なりま

す。予約と詳細は市民対話課へ

平成23年度津地域
障害者就職面接会

障害福祉課    382-7626    382-7607

   shogaifukushi@city.suzuka.lg.jp

対　象　障がいをお持ちの方
と　き　11月24日㈭13時30分
～15時30分(受付13時から)

ところ　三重県庁 講堂 (津市
広明町13)

※津駅下車西口から徒歩約8分

※駐車台数に限りがあります。

できる限り公共交通機関をご

利用ください。

内　容　障がい者雇用を考え
ている事業所の方と、就職を
希望している求職者を一堂
に会した就職面接会

参加料　無料
申込み　事前申込は不要。当日
は履歴書(職務経歴書)、筆記
用具をお持ちください。

問合せ　ハローワーク津(津公
共職業安定所)特別支援コ
ーナー(　059-228-9161)

市民ウオーキング教室
中級

健康づくり課    382-2252    382-4187

   kenkozukuri@city.suzuka.lg.jp

　健康で明るく生活できるよ
う、歩く生活習慣づくりを支援
します。
対　象　ウオーキングの実
践者と行事スタッフ

と　き　11 月 26 日㈯ 9 時～
15 時

ところ　県立鈴鹿青少年セ
ンター研修室

内　容 
○ウオーキングを始める前

に ( ストレッチ体操など )
○市内ウオーキングの実践
( 約 5 ㎞ )
○市内ウオーキング実践の
反省会
○講義「ウオーキングと健康
について」
○ウオーキング何でも相談
定　員　35 人 ( 応募多数の
場合は抽選 )

会　費　800 円 ( 昼食付 )
主　催　鈴鹿市民歩こう会
協　賛　鈴鹿回生病院、鈴鹿
市健康づくり課

申込み　11月 10日㈭ (必着 )
までに、氏名、性別、年齢、
住所、電話番号を記入の上、
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

パソコン講座

県立鈴鹿青少年センター

    378-9811    378-9809

    suzukayc@mecha.ne.jp

対　象　一般成人
と　き　11 月 9 日㈬から 12 月 
9日㈮の月曜日から金曜日
午前の部 9 時～ 12 時
午後の部 13 時 30分～16時
30 分

ところ　県立鈴鹿青少年セン
ター

内　容　5週連続講座「エクセ
ル基礎」、「ワード基礎」、3週
連続講座「ワード中級」、1回
講座「年賀状の文面」「年賀
状の宛名」「入門・基礎」「写
真の取込整理」「音楽の取り
込み・CDの作成」「スライド
ショー」「FACEBOOK」「楽し
もう !インターネット」

参 加 費　5 週連続講座 各
5,500 円、3 週 連 続 講 座 

催 し 物

講座・教室
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3,500円、1回講座 各1,500円
※すべてテキスト代込み

定　員　各講座 (各日)10 人程
度 ( 希望多数の場合抽選 )

申込み　10月 11日㈫から、氏
名、住所、電話番号、年齢、
受講名、受講日時、昼食希望
の有無を記入の上はがき、
ファクスで、県立鈴鹿青少年
センターへ

※各講座の日時、内容、申込締切

日(講座によって異なります)は

お問い合わせください。

※申込状況により、休講の場合が

あります

※いずれの講座もパソコンの持ち

込み可能です(インターネット

講座を除く)。

※レストランで昼食(別途500円)

をとれます(事前申込が必要)。

県営鈴鹿スポーツガーデン
短期教室

県営鈴鹿スポーツガーデン

    372-2250    372-2260

    http://www.garden.suzuka.mie.jp/

申込み　スポーツ吹矢と
シャフルボードは、10 月 7
日㈮から、ファクス、電子
メール、ホームページまた
は直接スポーツガーデン
へ。ベビービクス & ママビ
クスは 10 月 11 日㈫から、
参加料持参の上、直接、ス
ポーツガーデン水泳場へ

◆第 3回スポーツ吹矢

対　象　一般成人
内　容　スポーツ吹矢式呼
吸で 5m 先の的をめがけて
矢を射抜きます。

と　き　10 月 22 日㈯ 13 時
～ 15 時

定　員　36 人 ( 先着順 )
参加料　500 円
◆シャフルボード

対　象　一般成人
内　容　コートの上を棒で

円盤を押し出しシュート
し、得点で競います。ゲー
ム感覚で性別・年齢に関
係なく楽しめるスポーツ
です。

と　き　10 月 29 日㈯ 13 時
～ 16 時

定　員　20 人 ( 先着順 )
参加料　500 円
◆第 5 回ベビービクス & ママ

　ビクス

対　象　2 カ月から歩くまでの
子とその母親

内　容　赤ちゃんのためのベ
ビーマッサージとお母さんの
ためのエクササイズ

と　き　10 月 19 日㈬ 11 時
～ 12 時 30 分、13 時 30 分
～ 15 時のいずれか

定　員　30 組 ( 先着順 )
参加料　1,000 円

　東日本大震災が発生してから半年が経
ちました。まだまだ復興までには時間がか
かりそうですが、一般の人もボランティア活
動に参加し、多くの人が東北に集結してい
ます。
　先日、岩手県陸前高田市でのボランティ
ア活動に参加した人から、次のようなお話
をうかがいました。
　陸前高田のボランティアセンターに到着
し活動の説明を受けたとき、担当の人か
ら、「陸前高田の人々は、東日本大震災で大
変つらい思いをされています。遠方からたく
さんの人に助けに来ていただき、ありがた
いという思いと申し訳ないという思いを持っ

ていらっしゃいます。複雑な思いの中で、ボ
ランティアの人がけがをされたり、具合を悪
くされたりすることを一番心配されていま
す」というお話があったそうです。
　ボランティアに参加した人は、微力なが
ら役に立てたことをうれしく思う以上に、し
んどい状況の中でも、他の人を大切にする
気持ちを忘れずに生活している被災地の
人々の思いに触れ、むしろ人の温かさに元
気づけられたそうです。
　ボランティア活動をする側も受ける側も
相手を尊重し心配りをする姿勢が、お互い
に元気を与えました。このような人のつなが
りを大切にしたいものです。

東北でのボランティア活動から

人権政策課 　382-9011　 382-2214 j inkense isaku@c i ty . suzuka . lg . jp

j i nkenkyo iku@c i ty . suzuka . lg . jp人権教育課 　382-9030　 383-7878

の10月 納税
○市民税・県民税・・・3期

○国民健康保険税・・・4期

【納期限は10月31日㈪です】

※納税は、便利な口座振替で
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