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定額給付金の申請は 
済みましたか 

企画課　 382-9290　 382-9040
kikaku@city.suzuka.lg.jp

　お手元に、まだ申請していない

定額給付金の申請書はありませ

んか。まだ申請が済んでいない方

は、お早めの申請をお願いします。

なお、申請の期日は10月17日㈯

(必着)ですので、ご注意ください。 

 
市の公共施設で 

一斉ライトダウンを行います 

環境政策課　 382-7954　 382-2214
kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　7月7日の｢クールアースデー

(洞爺湖サミット開催記念日)｣に、

地球温暖化防止を目的に、本

市でも19時から22時の夜間に、

市の公共施設を一斉消灯します。 

※緊急時、災害時、必須業務部署では、

一部実施しない施設もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
｢平成21年経済センサス－
基礎調査｣にご協力を 

企画課　 382-7676　 382-9040
kikaku @city.suzuka.lg.jp

　7月1日㈬に｢平成21年経済セ

ンサス－基礎調査｣が行われます。 

全国すべての事業所と企業が対

象です。調査員が皆さんの事業

所へ調査票を持って伺ったときは、

ご協力をお願いします。 

 
改正道路交通法(施行令)の
一部が改正されました 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　6月1日㈪に、改正道路交通法

(施行令)の一部が改正されました。

その内容は下記のとおりです。 

○飲酒運転がらみの違反点

数が大幅アップ 

○｢運転殺人等｣、｢運転傷害等｣な

どを、特定違反行為として新設 

○｢ひき逃げ｣など、特に悪質、危険

な違反に対する行政処分を強化 

○悪質、危険な運転者に対する

免許の欠格期間を大幅に延長 

○75歳以上のドライバーの｢講

習予備検査｣がスタート 

※詳しくは、鈴鹿警察署交通第一課 

　(　380-0110)へ　 
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募集要項配布期間　6月22日㈪～7月15日㈬
申込み　下記窓口で配布、または市ホームページから入手した申請書類に必要事項を記入の上、
下記の募集要項配布先へ。指定管理者は、提出された書類などの審査の後、候補者として選定し、

議会の議決を経て指定します。 

【説明会】　下記のとおり説明会を開催しますので、事前に募集要項配布先へ連絡の上、参加し
てください(1団体につき2人まで)。 

指定管理者を募集します　総務課　 382-9005　 382-2219 　 somu@city.suzuka.lg.jp

◆指定管理者を募集する施設

くらしの情の情報 くらしの情報 

児童手当の現況届を 
お忘れなく 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　現在、児童手当を受給中

の方は、現況届の提出が必

要です。対象者には郵送で

案内しますので、子育て支

援課または地区市民センタ

ーへ提出してください。こ

の届け出をしないと、6月以

降の手当の支給が停止され

ますのでご注意ください。 
 

DV被害者への 
定額給付金相当額と 

子育て応援特別手当相当額の
給付についてお知らせします 

子育て支援課　 382-7661　 382-7607
kosodateshien@city.suzuka.lg.jp

　本市では、配偶者の暴力か

ら逃れ、避難しているため、

給付金と特別手当が受けられ

ない市内に居住するドメステ

ィック・バイオレンス被害者

とその家族に、定額給付金と

子育て応援特別手当相当額を

給付します。申請期限は10月

17日㈯です。詳しくは、家庭

児童相談室(　382-9140)へお

問い合わせください。 

 
石垣池公園市民プールを
オープンします 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月1日㈬～8月31日㈪
9時～17時 

※7月27日(月)から31日(金)の午前中、

学童水泳記録会開催日(日程未定)、

荒天時は使用できません。 

使用料　高校生以上200円、
中学生以下100円 

※いずれも2時間以内の料金で、以

後1時間ごとに高校生以上100円、

中学生以下50円を加算します。 

※小学生以下は保護者同伴でご

利用ください。 

※飲食物の持ち込みは禁止です。 

問合せ　石垣池公園管理事
務所(　383-9010) 

 
国保脳ドック受診希望者を

募集します 

保険年金課　 382-9401　 382-9455
hokennenkin@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成21年4月1日現在
で40歳以上74歳未満(昭和10

年4月3日から昭和44年4月2日

生まれ)で、平成20年度の1年

間を通じて鈴鹿市国民健康保

険に加入し、その期間の国民

健康保険税の滞納がない方 

※過去3年間に当選された方は応

募できません。 

受診期間　8月3日㈪～平成

22年3月31日㈬ 

ところ　鈴鹿中央総合病院、
鈴鹿回生病院、塩川病院 

内　容　磁気共鳴コンピュー
タ断層撮影装置による検査

(MRI)、磁気共鳴血管撮影

(MRA)を含む脳ドック 

※体内に金属類(心臓ペースメーカー

など)がある場合や閉所恐怖症の

施　　設　　名 説 明 会 日 時  説 　 明 　 会 　 会 　 場  募集要項配布先  

白子駅東有料自転車駐車場 防災安全課　 382-9022

防災安全課　 382-9968

石垣池公園陸上競技場運営棟 

西部体育館 西部体育館 

農村環境改善センター会議室 

鼓ヶ浦サン・スポーツランド 鼓ヶ浦サン・スポーツランド会議室 

河川防災センター会議室 

労働福祉会館 労働福祉会館会議室 

白子地区市民センター2階会議室 

石垣池公園(運動施設・公園施設)、 
鈴が谷運動広場 

農村環境改善センター、西部野球場、西部テニスコート 

河川防災センター、鈴鹿川河川緑地 
(運動施設・公園施設)

スポーツ課　 382-9029

スポーツ課　 382-9029

スポーツ課　 382-9029

農林水産課　 382-9017

産業政策課　 382-8698

7月1日(水)14時 

7月2日(木)９時 

7月2日(木)13時 

7月2日(木)15時 

7月3日(金)10時 

7月3日(金)14時 

7月7日(火)14時 

本市では、指定管理者の指定期間満了に伴い、公の施設の指定管理者を募集します。 

お 知 ら せ  
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平成20年度下半期水道事業の業務状況をお知らせします 
水道総務課　 368-1674　 368-1688 　suidosomu@city.suzuka.lg.jp

　給水戸数は、平成21年3月31日現在、8万639戸です。また、総配水量は1,351万8,522㎥、

一日平均配水量は7万4,278㎥で、昨年同時期に比べると0.21％減少しています。 

●開発工事に伴う配水管布設工事など　　　　　　　44件　2億1,550万円 

●上水道拡張事業に伴う送配水管布設工事など　　　１件　1億6,675万円 

●上水道施設改良に伴う配水管布設工事など　　　　15件　8,546万円 

主な事業

予算の執行状況
区　　　分 

予　算　現　額 

執　行　額 

（下半期執行額） 

収 益 的 収 入  

4 , 1 4 1 , 0 0 0  

4 , 0 9 5 , 2 2 9  

( 2 , 0 6 4 , 1 4 4 )

収 益 的 支 出  

3 , 9 3 9 , 0 0 0  

3 , 7 6 5 , 8 6 6  

( 2 , 0 4 6 , 4 9 3 )

資本的収入  

1 , 1 7 3 , 4 1 6  

7 6 7 , 0 4 7  

( 5 7 6 , 4 7 8 )

資 本 的 支 出  

2 , 6 1 9 , 0 0 0  

1 , 8 7 4 , 8 1 8  

( 1 , 0 2 0 , 4 7 8  )

事業の概況

(単位：千円)

くらしの情報 方は受診できない場合があります。 

定　員　鈴鹿中央総合病院
(150人)、鈴鹿回生病院(90人)、

塩川病院(210人)(応募多数

の場合は抽選) 

受診補助額　2万円 
自己負担額　1万4,000円 
申込み　6月22日㈪から7月6日㈪
(17時必着)までに、｢脳ドック受診

希望｣と明記し、保険証の記号番

号、郵便番号、住所、氏名(ふり

がな)、電話番号、希望する受診

医療機関名(第2希望まで)を記入

の上、はがき(1人1枚)か封書で、

〒513-8701　保険年金課へ 

※電話、ファクス、電子メールでの

申込みはできません。 

 
ふれあい農園の利用者を

募集します 

農林水産課　 382-9017　 382-7610
norin@city.suzuka.lg.jp

　ガーデニング感覚で四季の花

や野菜を育て、土に親しむことが

できる｢ふれあい農園｣の利用者

を募集しています。利用希望者

は開園者へお問い合わせください。 

○伊藤農園
ところ　下大久保町1762 
面　積　約48㎡(約4m×約12m) 
区画数　22区画 
利用料　1区画2,000円(1年間) 

開園者　伊藤康生(下大久保町
777　 374-0168) 

 
介護保険負担限度額認定
申請についてのお知らせです 

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課

　 369-3203　 369-3202
skkaigo@mecha.ne.jp

　施設サービス｢介護老人福

祉施設(特別養護老人ホーム)、

介護老人保健施設、介護療養

型医療施設｣、短期入所サー

ビス(ショートステイ)の利用時

の自己負担費用のうち、食費、

居住費(滞在費)について、下

記のいずれかの要件を満たす

方は、申請により負担限度額

が設けられます。 

対　象
○生活保護の受給者 

○本人と世帯全員が住民税非

課税で、老齢福祉年金受給者 

○本人と世帯全員が住民税非

課税で、｢合計所得金額＋

課税年金収入額｣が年額80

万円以下の方 

○本人と世帯全員が住民税非

課税で、上記のすべての要

件に該当しない方 

申請期間　7月1日㈬～平成

22年6月30日㈬ 

認定有効期間　申請月の1日

から平成22年6月30日㈬ 

※現在交付している｢介護保険負担

限度額認定証｣の有効期限は平

成21年6月30日(火)です。7月1日

以降も継続して認定を受けようと

する方は、7月31日(金)までに介護

保険課へ申請を行ってください。 

 
平成22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

　 369-3203　 369-3202

skkaigo@mecha.ne.jp

と　き　7月8日㈬　13時30分から 
ところ　市役所本館12階1203
会議室 

内　容　市内で地域密着型サー
ビス事業を計画している法人を

対象とした施設整備計画説明会 

 
第10回みんなでつくる 
鈴鹿まちづくり条例を 
考える会が傍聴できます 

地域課　 382-8695　 382-2214
chiiki@city.suzuka.lg.jp

と　き　6月25日㈭　19時～21時 
と こ ろ　市役所本館12階
1203会議室 

定　員　10人程度(先着順) 
申込み　当日18時30分から18
時50分までに会場で受け付

けを行います。 
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第42回鈴鹿市美術展の
作品を募集します 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

http://www.s-bunka.net/

出品資格　市内に在住、在勤、
在学し、高校生以上の年齢の方 

作品規格　自作の未発表作
品に限り、出品点数は一部

門につき1点です。 

部門規定 
○日本画　10号以上60号以内
で額縁付(60号は縦描きのみ)、

アクリル付額縁は不可 

○洋　画　20号以上80号以
内で額縁付、ポスターなどは

パネル張り、水彩画・版画

はアクリル付の額縁も可 

○彫　刻　手動可能なもので
縦・横とも2m以内、高さ2.5m

以内、著しく破損しやすい作

品は不可 

○美術工芸　立体は50cm四
方立方以内(1辺1m以内)、壁

面型は F50号以内で額縁付、

アクリル付額縁は可、著しく

破損しやすい作品は不可 

○写　真　黒白またはカラーで
半切以上全紙まで、パネルの

規格は木製73cm×53 cm以内、

組写真はパネルの規格と同じ、

額縁は不可、パネルへの「つ

り金具」の装着は不可 

○書　道　額装または枠張りは、
仕上がり寸法半切以上12平

方尺以内(縦210cm(7尺)・

横182 cm (6尺)以内)、折帳・

巻子は、縦45cm以内×横

180cm以内、作品はすべて

表装で楷書以外は所定の様

式(はがき大)の釈文を添付、

アクリル付額縁は不可、篆

刻は可、軸装の出品は不可、

会員はアクリル付額縁可 

出品料　作品1点につき1,000
円(作品搬入時にお支払い

ください) 

出品手続き　10月13日㈫か

ら22日㈭(必着)の間に、出

品申込書を鈴鹿市文化振

興事業団へ(郵送可) 

※この手続きがないと作品を出

品できません。 

※出品申込書など詳しくは、鈴鹿

市文化振興事業団へお問い合

わせいただくか、文化振興事業

団ホームページまたは公民館など

に備え付けの｢作品募集のご案内｣

をご覧ください。 

 
自動車の不正改造は犯罪です 

防災安全課　 382-9022　 382-7603
bosaianzen@city.suzuka.lg.jp

　クリアレンズなどの不適切な

灯火器や回転灯などの取り付け、

運転者席・助手席の窓ガラス

への着色フィルムのはり付け、

タイヤやホイールの車体(フェ

ンダー)外へのはみ出し、基準

外ウイングの取り付け、マフラ

ーの切断、取り外しや基準不

適合マフラーの装着など、不

正改造された車両が問題とな

っています。これらの不正改造

については、改造の実施、改

造自動車の走行ともに法律で

禁じられており、違反すると整

備命令の交付を受けたり、罰

金などの対象となります。 

　詳しくは、自動車点検整

備推進協議会ホームページ

(　http://www.tenken-seibi. 

com/husei / index.html)をご

覧ください。また、不正改造車

を見かけたら、｢不正改造車

110番｣(　052-952-8042)へご

連絡ください。 

第59回 
｢社会を明るくする運動｣
強調月間啓発運動を行います 

生活支援課　 382-9012　 382-7607
seikatsushien@city.suzuka.lg.jp

　すべての国民が、犯罪や

非行の防止と罪を犯した人

たちの更生について理解を

深め、それぞれの立場で力

を合わせ、犯罪や非行のな

い明るい社会を築こうとす

る全国的な運動です。 

◆強調月間式典・啓発運動
と　き　7月5日㈰　13時～

15時30分 

ところ　ベルシティ2階イオ
ンホール、1階中央コート 

内　容　法務大臣メッセー
ジ朗読と伝達、ビデオ上映、

公演、街頭啓発 

※市役所本館市民ロビーでも期

間中、ビデオ放映を行います。 

 

山開き・海開きを 
行います 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

◆山開き式(鈴鹿山渓)
と　き　7月1日㈬　10時から 
ところ　小岐須渓谷山の家 
◆海開き式(千代崎・鼓ヶ浦

海水浴場)
と　き　7月3日㈮　9時30分

から 

ところ　鼓ヶ浦海水浴場 
※海水浴場開設期間は、7月3日(金)

から8月23日(日)です。 

 
千代崎海水浴場の 
監視員を募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

　海水浴場の開設にともない、

千代崎海水浴場の監視員を

募集します。 

お 知 ら せ  
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くらしの情報 と　き　7月3日㈮～8月23日㈰
(平日は交代制、土・日曜

日は終日) 

内　容　監視塔からの監視、
海難事故発生時の救護など 

定　員　2人 
問合せ　若松地区市民センター
(　385-0200) 

 
すずかフェスティバルの
サポーターを募集します 

商業観光課　 382-9020　 382-0304
shogyokanko@city.suzuka.lg.jp

対　象　中学生以上(中学生
は保護者の承諾が必要) 

と　き　8月1日㈯、2日㈰の

うち、3時間以上参加可能な

時間帯 

ところ　弁天山公園、白子
駅前、神戸、鈴鹿ハンター、

白子サンズ 

内　容　すずフェス当日の運
営のサポート(踊り大会の受付、

チーム整理、会場整理、進行、

公式グッズ販売など) 

※交通費、食事代は支給されません。 

※特製サポーターＴシャツ1枚と

缶バッジ1個を進呈し、｢ボラン

ティア証明書｣を発行します。 

※希望者は、ステージで｢和おどり・

総おどり｣を踊れます。 

申込み　7月3日㈮までに、

〒510-0241　白子駅前17-12 

　｢すずかフェスティバル実行

委員会事務局｣(　380-5595

　info@suzufes.com)へ 

 
公共下水道への接続で 
快適な生活環境を 

下水管理課　 382-7636　 384-3938
gesuikanri@city.suzuka.lg.jp

　下水道が普及すると、雑排

水の排除や便所の水洗化など

により、汚れた水や水路がなく

なり、蚊やハエなどの発生を

防いで伝染病を予防し、清潔

で快適な生活環境が確保され

ます。また、家庭や工場から流

された汚水は処理場できれい

にされるため、海や川がきれい

になります。 

○公共下水道が敷設され利用

できるようになると、家庭か

らの汚水を公共下水道に流

すための｢排水設備｣を、供

用開始後1年以内に設置し

なければなりません。また、

くみ取り便所は、3年以内に

水洗便所に改造しなければ

なりません。 

○排水設備工事を適正に施工で

きるように、市では、工事店の

指定を行っており、｢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。詳しくは、市ホームページ

(　 http://www.city.suzuka. 

　lg.jp/life/benri/8606.html)を

ご覧ください。 

○公共下水道への接続切り替

え工事を行っていただくため

の費用に対する｢融資あっせ

ん制度｣がありますので、指

定工事店にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 
有害ごみの出し方について

お知らせします 

廃棄物対策課　 382-7609　 382-2214
haikibutsutaisaku@city.suzuka.lg.jp

　有害ごみは、年3回有害ご

みの集積所で収集を行って

います。収集対象は、乾電池、

蛍光管、鏡、水銀体温計の4

点のみです。 

◆排出方法
○乾電池
　乾電池専用収集袋に乾電

池だけを入れて出してください。 

※ボタン電池、充電式電池など

は｢もやせないごみ｣です。 

○蛍光管・鏡・水銀体温計
　蛍光管・鏡・水銀体温計用

収集袋に一緒に入れて出してく

ださい。また、化粧品のコンパ

クトなどの鏡が外れないものに

ついても、そのまま蛍光管・鏡・

水銀体温計用収集袋に入れて

出してください。 

※電球、グローランプ、電子体

温計は｢もやせないごみ｣です。 

※カミソリ、包丁、はさみなどの危険

なごみが混ざっている場合が多

くあります。これらは有害ごみで

はありませんので、新聞紙などに

包み、内容物を明記した上で、｢も

やせないごみ｣で出してください。 

◆公共施設での拠点回収
　乾電池、蛍光管の2点について

は、平日の8時30分から17時15分

の間、廃棄物対策課(市役所本

館4階)と地区市民センターで回

収していますのでご利用ください。 

 
 
 

第12回図書館を使った
｢調べる｣学習賞コンクール

入賞作品展 

図書館　 382-0347　 382-4000
toshokan@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月2日㈭～12日㈰　
9時～19時(土・日曜日は

17時まで) 

※7月6日(月)は休館です。 

ところ　図書館１階閲覧室 
内　容　調べ学習の進め方が
一目で分かる、小学生から

社会人までの皆さんの創意

あふれる作品の展示 

催 し 物  
下水道に 

接続しましょう 
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日食観望会 

文化会館　 382-8111　 382-8580

と　き　7月22日㈬　9時30分
～12時30分(9時15分開場) 

ところ　文化会館屋上天体
観測場、プラネタリウム 

内　容　今世紀最大の日食を、
太陽投映板を取り付けた

天体望遠鏡で観測、太陽

グラスを用いて観望 

※曇天・雨天時は、プラネタリ

ウムで日食の仕組みや観望の

方法を投映します。 

※筆記用具、時計をお持ちください。 

定　員　40組(1組4人まで、
中学生以下は保護者同伴) 

※6月27日(土)10時から、文化会館

で整理券を先着順に配布します。 

参加料　無料 
 

 

 
親子水泳教室 

スポーツ課　 382-9029　 382-9071
supotsu@city.suzuka.lg.jp

対　象　平成21年4月1日現在、
5歳から小学6年生までの子

どもとその保護者(幼児1

人につき、一緒にプール

に入る保護者が1人必要) 

と　き　7月27日㈪～31日㈮

8時30分～12時 

ところ　石垣池公園市民プール 
内　容　初心者の水泳指導、
正しい泳法の指導 

定　員　150人(先着順) 
参加料　1組4,000円(親1人と
子ども1人分) 

※1人増えるごとに2,000円追加 

申込み　7月2日㈭19時から

の申込説明会(市役所本館

12階1203会議室)に、印鑑、

参加料をお持ちください。 
 

夏休み親子水道教室 

水道総務課　 368-1673　 368-1688
suidosomu@city.suzuka.lg.jp

対　象　市内に在住の小学4
年生の児童とその保護者 

と　き　7月31日㈮　9時～

17時 

内　容　水道施設の見学など
(水道局に集合し、バスで

市内を移動) 

定　員　25組50人(希望者多
数の場合は抽選) 

参加料　無料 
申込み　7月10日㈮(必着)ま

でに、往復はがきの往信

表面に〒510-0253　寺家町

1170　水道局｢夏休み親子

水道教室｣係、往信裏面に

住所、氏名(親と児童)、児

童の通学校名、電話番号、

返信表面に郵便番号、住所、

氏名を記入の上、水道総

務課へ(1組につき1枚) 

※昼食、飲み物などはご用意く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 
甲種防火管理再講習 

予防課　 382-9160　 383-1447
yobo@city.suzuka.lg.jp

　劇場、飲食店、店舗、病院

など不特定多数の方が出入りし、

一定の規模を有する防火対象

物の甲種防火管理者は、5年

ごとに再講習を受講しなけれ

ばなりません。 

と　き　7月24日㈮　13時～

17時 

ところ　鈴鹿市コミュニティ消
防センター(飯野寺家町217-1) 

定　員　80人 
参加料　1,500円(テキスト代) 
※受付時に、甲種防火管理者修

了証の提示が必要です。 

申込み　6月29日㈪から7月10
日㈮までに、所定の受講申

込書に必要事項を記入し、

裏面に氏名を記載した上半

身写真(パスポートサイズ、

免許証サイズどちらか1枚)を

貼付の上、直接予防課へ 

 
パソコン講座 

市政情報課　 382-9003　 382-2214
shisejoho@city.suzuka.lg.jp

申込み・問合せ　6月26日㈮(平
日10時～18時)から、電話で

｢すずかのぶどう｣(　・　

387-0767  　387-0764)へ 

対　象　パソコン初心者の方 
内　容　いずれも3時間講習
を2日間行います。なお、

講習はマイクロソフト・

オフィス2003を使用します。 

◆午前の部：9時30分から
　基礎1、基礎2、ワード基礎、

ワード応用 

◆午後の部：13時30分から
　基礎1、基礎2、エクセル

基礎、エクセル応用 

ところ　図書館2階視聴覚室 
定　員　各10人(先着順) 
※日程や受講料など詳しくは、すずか

のぶどうへお問い合わせください。 

 
鈴鹿地域職業 

訓練センター講座(7・8月) 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

開講講座　Excel初級、アーク
溶接特別教育、Word中級、

Word初級、移動式クレーン

運転講習、外国人向け｢フォ

催 し 物  

講座・教室 



 市政に対するご意見・ご要望などは、市民対話課へ 
〒513-8701（住所不要）　 382-9004　　 382-7660

http://www.city.suzuka.lg.jp/mail/iken/index.html
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市街地整備課　 382-9025　 382-7615
shigaichisebi@city.suzuka.lg.jp

公園での犬の散歩について

　このコーナーでは、インターネットや郵送などによ
り届けられた皆さんの意見や提案と、それに対する
市の考えを紹介します。

　河川敷をウォーキングしている市民

ですが、犬の散歩にリードを使わない

飼い主をたくさん見ます。特に休日は多く、

飼い主はおしゃべりに夢中で、犬だけが勝

手に駐車場や芝のところを走り回っています。

また、ふんの始末も一部の方だけしかしてい

ないようです。何とか善処していただけない

でしょうか。 

 

　公園に限らず犬の散歩は、飼い主

の責任においてリードを使用するこ

とが義務付けられており、ペットのふん

の処理も、持ち帰りなどの啓発看板を設

置して、飼い主のマナー向上に取り組ん

でいます。 

　このように、ペットに関するふんやブラッシ

ングの毛を放置することは、軽犯罪法違反に

あたります。また、｢家庭動物等の飼養及び

保管に関する基準｣では、犬の所有者は、犬

を道路などの屋外で運動させる場合、原則と

して犬を制御できる者が引き綱で行うことに

なっており、犬の突発的な行動に対応できる

よう引き綱の点検や調整などに配慮するとと

もに、運動場所や時間帯などにも十分配慮す

ることが求められています。 

　今後も看板の記載事項などを見直し、安全快

適な公園管理をしていきたいと考えています。 

ークリフト運転技能講習(ポ

ルトガル語コース)｣、外国人

向け｢ガス溶接技能講習｣、

外国人向け｢玉掛技能講習｣ 

申込み・問合せ　移動式クレ
ーン運転講習、外国人向け

の｢フォークリフト運転技能

講習(ポルトガル語コース)｣、

｢ガス溶接技能講習｣、｢玉

掛技能講習｣以外は、受講

開始日の1カ月前から受

け付けを行います。直接、

鈴鹿地域職業訓練センター

(　387-1900　 http://www. 

　mecha.ne.jp/̃suzukatc)へ 

※日程や受講料など詳しくは、同

センターへお問い合わせください。 

 
高齢者のための 
パソコン講習 

産業政策課　 382-8698　 382-0304
sangyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

開講講座　ワード中級講習、

デジタルカメラ(パソコン

で画像加工など)、エクセ

ル初級講習 

対　象　60歳以上の方 
ところ　鈴鹿市シルバー人材
センター(神戸一丁目17-5) 

定　員　各講座15人(先着順) 
受講料　3,000円(別途教材費
1,000円) 

申込み・問合せ　鈴鹿市シルバー
人材センター(　382-6092) 

 
鈴鹿市民大学文芸学科 
｢現代詩人　詩の魅力・

詩人の生｣ 

㈶鈴鹿市文化振興事業団

　 384-7000　 384-7755

since-97@s-bunka.net

と　き　7月8日㈬　13時30分
～15時30分 

ところ　文化会館第1研修室 
内　容　第2回｢～小熊賞受賞
の社会派詩人～　津坂治男｣、

｢～愛と哀しみのボレロ～

清水　信｣ 

講　師　清水  信さん、伊藤
伸司さん 

定　員　80人(先着順) 
受講料　1,000円 
申込み　はがき、ファクス、電
子メールで、〒513-0802　

飯野寺家町810　鈴鹿市文

化振興事業団へ。当日会

場でも受け付けます。 

 
鈴鹿市盆おどり講習会 

生涯学習課　 382-7619　 382-9071
shogaigakushu@city.suzuka.lg.jp

と　き　7月5日㈰　13時30分

～15時30分 

ところ　市民会館2階展示室 
内　容　盆おどり新曲講習
など 

参加料　無料 
問合せ　鈴鹿市民踊舞踊指
導者連盟(　378-0319)


