姉が﹁わたし︑東京では﹃大

ぼしか無いんやろ？﹂など︑か

ます︒
﹁三重ってどこ？﹂
﹁田ん

んでいたことがあります︒大学

阪出身﹄ってことにしてる﹂と

らかいのような言葉を投げかけ

私には東京に住んでいる姉が

言うのです︒東京には地方出身

られたりしたからです︒なので︑

の友人に﹁三重出身﹂と名乗る

の人も多く︑コミュニケーショ

出身地を言いたくないという姉

います︒先日︑電話で話してい

ンのきっかけづくりに﹁どこ出

の気持ちも︑理解できなくはな

のが少し嫌だったのを覚えてい

身？﹂と聞くことがよくあるよ

かったのですが・・・︒

た時の事です︒

うです︒

﹁出身地だけでその人を判断す

る﹂
この言葉

で︑ ふ と 思

い出したこ

63‐7909）へ

とがありま

し た︒ ず っ

と以前学習

し た﹁ 部 落

差別﹂のこ

と で す︒ 差

別によって

作品は市 HP でも
ご覧いただけます

自分のふる

ご意見は人権・男女共同参画推進室（

なぜ姉は︑三重出身であるに

も か か わ ら ず︑ 大

阪出身ということ

にしたのでしょう

か︒ 確 か に 姉 は︑

学 生 の 頃︑ 一 時 的

に大阪に住んでい

たことがありま

す︒ し か し︑ 生 ま

れ 育 っ た 場 所 は︑

まぎれもなくこの

〜人権尊重をくらしのなかに〜
さとを語れ

ない︑そんな不合理な差別︒学

第 64 回名張市美術展覧会を 10 月 20 日から 24 日ま
で武道交流館いきいきで開催しました。審
査結果の中から、各部門の上位６賞の入賞
者をご紹介します ( 敬称略 ）。

63‐7892

三重県名張市なの

No. 500

絵画の部

市美展受賞作品
文化生涯学習室

です︒

﹁ だ っ て︑ 三 重 と

習したけれど︑どこか遠くのこ

言っても誰もピンとこないか

ら︒ましてや名張なんて言った

とになっていました︒

部落差別をなくすための法律

ができて 年目を迎えます︒

出身地によって人としての尊

厳が傷つけられるなんて︑あっ

てはならないことだと思いま

す︒その人の人となりは︑出身

地とは何の関係もないのですか

ら︒

私は︑誰もが当たり前に自分

のふるさとを語れる︑そんな社

会にしたいと強く思いました︒

ら︑それ以上話が広がらないよ﹂

姉はこう言いました︒出身地を

偽るのは︑あくまでコミュニケ

ーションを円滑にするためであ

ると︒

確かに東京の人にとって︑三

重は印象が薄く︑大阪のほうが

イメージしやすいでしょう︒で

も 姉 の 発 言 の 中 に︑
﹁田舎者だ

と思われるのが嫌だ﹂という気

持ちは全くなかったのでしょう

か︒

私自身︑学生の頃︑京都に住
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市長賞「ダムを造る」板野 和郎（つつじが丘北８）
議長賞 「我が町」古川 武志（すずらん台東１）
教育委員会賞 「夏の想い出」二井 澄子（百合が丘西３）
審査委員長賞 「舟屋の里（京都府伊根町）」 川森 憲一（桔梗が丘１）
名張文化協会賞 「山笑う」宮地 昌子（桔梗が丘８）
岡田文化財団賞 「関西弁の人間ですやん」 仲上 大生（瀬古口）

書道の部

写真の部
市長賞 「視線」西山 壽一 （蔵持町里）
議長賞 「深夜の旋律」 川端 弘德（百合が丘西３）
教育委員会賞 「静と動」 福田 健司（桜ヶ丘）
審査委員長賞 「照影のメロディー」 宮山 博明（桔梗が丘４）
名張文化協会賞 「路地裏寸景」 瀬森 義和（本町）
岡田文化財団賞 「水鏡」岸田 彩芽（宇陀郡御杖村）

美術工芸の部
市長賞 「四季のわらべ唄 」山口 恵美子（富貴ヶ丘４）
議長賞 「長閑」 渡邉 昇（梅が丘南２）
教育委員会賞 「暇つぶし」 濵野 則之（美旗町南西原）
審査委員長賞 「晩秋の AKAMEDAKI」 星川 せつ子（富貴ヶ丘 3）
名張文化協会賞 「まちなかの清流」西井 泰司（梅が丘北３）
岡田文化財団賞 「伊勢型紙 日光東照宮」蓮田 行志（桜ヶ丘）

マイナンバーカードを
作るのって面倒？
お金はかかる？

議長賞 「元永本古今集 臨」
森島 香緒里 （美旗中村）
教育委員会賞 「臨 大唐三蔵聖教序」
涌嶋 佐知子（緑が丘中）
審査委員長賞 「富士山」
荻野 多美子（美旗町中２）
名張文化協会賞 「臨 董其昌郊
頒風図詩巻」
ひん

牧瀬 七海（桔梗が丘２）
岡田文化財団賞 「園居」
福田 徳生（夏見）

ズバっと 簡潔回答

しかも

意外と簡単！ 無料！
作り方は、窓口で丁寧にご説明します。
スマホからでも申請ができますよ。

今月の案
内人

に
﹁
の 疑問﹂
られる数々
市役所に寄せ
えします！
﹁簡潔﹂にお答

案内人が

ェルジュ ▼
回答 コンシ

今月の ちょくちょく寄せられる疑問

市長賞「春日諸子と同じく郊行す」
大橋 千恵子 ( すずらん台東４）

もちろん、無料です！
※カードができるまで、申請から約 1 カ月かかります。

マイナンバーカードを作るメリットをご紹介！

将来的には、こんなことも・・・
運転免許証との一体化（令和６年度末予定）や、
健康保険証としても利用可能になります。（保険
証利用は、市内の一部医療機関で運用中）

▶本人確認書類として利用できる
無料で発行できる公的な身分証明書。顔写真付きの身
分証明書がなく困っている人は、ぜひ発行を！

▶コンビニで住民票などが取得できる
手続き方法など詳しくはこちら

総合窓口センター

63‐7440

印鑑登録証として利用したい場合は、別途申請が必要

▶オンラインで確定申告ができる
24 時間受付。一部の添付書類は省略可！

市役所では、申請用の写真
を無料で撮影しています！

マイナンバーにいさん 橋本 和輝
profile 4 月に入庁したての期待の
ニューフェイス！総合窓口セン
ター職員

家屋を取り壊したときは届け出を！ 家屋の全部または一部を取り壊したときは「家屋滅失届」を市役所１階課税室（14 番窓口）へ提出してください。届け出が
ない場合、令和 4 年度も固定資産税が課税されることがあります。新築・増改築や土地の現況が変わったときもご連絡ください。
課税室
63‐７４３７

