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主 な 内 容

障がいのある人もない人も

ともに働き、ともに歩んでいく



特集１  ６月は環境月間です

　亀山市が人と自然が調和した心安らぐまちであると、
皆さんは感じていますか。市では、その状況を把握する
ために、人体や生き物に影響を与える水質・空気の調査、
生活環境に影響を与える騒音・振動の調査など、さまざ
まな環境に関する調査を定期的に行っています。
　そこで今回は、亀山の豊かな自然を生み出す源のひと
つである鈴鹿川の水質について、水生生物の生息の観点
からみてみましょう。

　川の生き物は、水質状態によってすんでいる種類が異なります。どのような
生き物がすんでいるかを調べれば、その地点の水質を知ることができます。
　水の汚れに敏感な生き物の中から、全国に広く分布している代表的な 29 種
類を指標生物とし、その生息状況から「Ⅰきれいな水」、「Ⅱややきれいな水」、

「Ⅲきたない水」、「Ⅳとてもきたない水」の４つの水質に判定できます。

問合先　環境産業部環境保全室（☎82－8081）

水生生物による水質判定

「Ⅰきれいな水」の指標生物

「Ⅲきたない水」の指標生物 「Ⅳとてもきたない水」の指標生物

「Ⅱややきれいな水」の指標生物

水生生物からみる
鈴鹿川の環境
川にどんな生き物が
すんでいるのかを調べて
川のきれいさを知ってみよう！

出典：環境省「川の生きものを調べよう－水生生物による水質判定－」
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　水は透明で、川底まで見え、皆さんが川の中に入って
遊びたくなるようなところです。

　排水路が川につながっていたり、周りには多くの人家が
見られたりするようなところです。

　周りには工場なども多く、人がたくさん住んでいるよう
なところです。

　周りには田んぼがあって、水がやや濁っているような
ところです。

※線の長さは実物の大きさの目安です。
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鈴鹿川の様子をみてみよう！
市瀬橋周辺にすんでいる生物

山下橋周辺にすんでいる生物

国道306号亀山大橋周辺にすんでいる生物

調査の結果
　鈴鹿川にすんでいる生き物たちは「Ⅰきれいな水」に分類される種類が多く、
鈴鹿川がきれいな水であることが分かりますね！
　川は、生活排水やごみのポイ捨てなどにより簡単に汚染されてしまいます。
　きれいな鈴鹿川を守っていくために、今後も皆さんのご協力をお願いします。

「亀山の自然環境を愛する会」に鈴鹿川について聞いてみました

※�「亀山の自然環境を愛する会」は、子どもたちと一緒に生き物調査などを行い、自然の大切さ
や楽しさを知ってもらっています。また、鈴鹿川水系の調査を行うなど、鈴鹿川に関するさま
ざまな活動をしている市民活動団体です。

　鈴鹿川は「浅くて、蛇行した緩やかな流れ」が魅力です。きれいな水に魚が
行きかい、岸辺に網を入れると清流の魚がたくさん入り込みます。
　子どもたちにとっては、魚とりをしたり水遊びをしたりするなかで、多様な魚・
鳥・草花との出会いがあり、プールでは味わえない体験がそこにあります。
　このように鈴鹿川を楽しめるのは「きれいな水」と「生き物に適応した構造」
があるからです。また、鈴鹿川に自然という “ 癒し ” と “ 幸せ ” を感じられるの
は、亀山の人々の「守る心と努力」のおかげだと思います。

亀山市周辺の主な河川

安楽川

鈴鹿川

中ノ川

安楽川
鈴鹿川

鈴鹿川

加太川

加太川

　サワガニ
「Ⅰきれいな水」の指標生物

　カワゲラ類
「Ⅰきれいな水」の指標生物

　ブユ類
「Ⅰきれいな水」の指標生物
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特集２  消防署からのお願い

―
建
物
火
災
が
発
生
し
て
い
ま
す
―

火
の
取
扱
い
に
ご
注
意
を
！

　平成 28 年１月から４月までの合計火災件
数は 16 件でした。建物火災は６件発生し、
そのうち３件が住宅火災でした。
　今年（平成 28 年）は、前年を大きく上回
るペースで火災が発生しており、住宅火災
では死傷者が出る火災も発生しています。
　火災はちょっとした「油断」や「慣れ」
から発生します。今一度、火の取扱いには
十分ご注意ください。

火災種別 平成 28 年
（１月～４月）

平成 27 年
（１月～４月）

建物火災 ６ ０

林野火災 ０ ０

車両火災 １ ２

その他火災 ９ ２

合計 16 ４

亀山市内の火災発生件数

※�その他火災とは、空地や田畑等での枯れ草
焼きで発生した火災など

■火災予防のポイント（建物火災）
【たばこの火】
○寝たばこは絶対にしない！
○吸い殻はこまめに処理する！
○火が完全に消えたのを確認する！

【コンロの火】
○周りに燃えやすい物を置かない！
○その場を離れる時は必ず火を消す！
○こびりついた油汚れなどは清掃する！

【放火や不審火】
○家の周りに燃えやすい物を置かない！
○空き家、車庫、物置などの戸締りを！
○見回りなど地域の協力を！

■住宅用火災警報器を、
　必ず設置しましょう！
　建物火災から生命・財産を守り、また火災
を早期に発見して被害を最小限にするために
住宅用火災警報器の設置をお願いします。

＜住宅用火災警報器の設置済シールを交付します＞

　消防職員や消防団員がお宅を訪問し、住宅用火災警報器
が設置済みの住宅にはシールを交付しています。このシー
ルを玄関先に表示することで、住宅用火災警報器の設置を
促進するとともに防災意識の向上を図っています。

問合先　市消防本部予防室（☎82－9492）

平成 28 年速報値
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～現場で的確な救急救命処置ができるために～
新たに救急救命士の資格を取得した隊員

　憧れていた救急救命
士になれて嬉しく思う
一方、責任と役割の重さ
を感じています。救急救
命士の知識と技術を生
かし、多くの命を救い、
市民の皆さんに貢献で
きるよう頑張ります。伊藤拓明 救急救命士

―
出
動
件
数
が
増
加
傾
向
に
―

救
急
隊
の
活
動
に
ご
協
力
を
！

　救急出動件数が、平成 25 年から年間
2,000 件を越えています。平成 27 年にも
年間 2,017 件の出動があり、１日に平均す
ると 5.5 件になります。
　私たち救急隊は日々訓練に努め、病気や
けがをした人を、より早く適切に病院へ搬
送できるよう取り組んでいきます。
　救急出動時における救急隊の活動にご理
解とご協力をお願いします。

亀山市内の救急出動件数

■救急出動から病院到着までの流れ
【①出動】
　事故内容と場所を
確認したら、直ちに
出動します。

【⑤病院到着】
　傷病者の状態や
行った応急処置など
を伝え、医師に引き
継ぎます。

【③病院連絡】
　病院に傷病者の状態や
救急隊が行った応急処置
などを詳しく伝え、受け
入れを依頼します。

【②現場活動】
○�家族や関係者から、傷病者の病歴などの
　情報を聞き取ります。
○�傷病者の血圧や脈拍の観察、ケガの状態
　�などを確認します。酸素投与や保温、止血
など状態に応じた応急処置を行います。

【④搬送】
　搬送する病院が決定したら応急処置を続
けながら搬送します。傷病者の容態が変化
した場合は搬送病院へ連絡します。
※�傷病者の状態により、車内の振動を抑え
るため低速走行となる場合があります。

■市民の皆さんへのお願い
○�救急車が現場滞在する時間は、搬送病院への連絡や
　�医師からの指示による処置など、懸命な救急活動を
行っています。
○�傷病者の状態や出動場所の状況により、迅速で安全に
救急業務が遂行できるよう、救急車と同時に消防車が
出動することがあります。
○�緊急走行時（夜間を含む）にサイレンを鳴らすことは、
法令で義務付けられています。
※市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。
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問合先　市消防本部消防救急室（☎82－9496）
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亀山市名誉市民

彫刻家 中村 晋也
作品紹介「ふるさとあい」Vol.2

「おりこうちゃん」 （平成6（1994）年制作）
　大きなスリッパをつっかけてアトリエに入ってきた幼
い女の子。この作品のモデルは中村の孫娘だといいます。

「私をつくって」とばかりに気を付け！のポーズを取り
はじめた幼子の、けなげで愛らしい姿に注がれる作家の
愛情あふれるまなざしが感じられます。ほかにも子ども
をテーマにした作品や、日本の懐かしい情景をノスタル
ジックに表現した作品は数多くありますが、この作品は
子ども本来の無邪気な可愛らしさを素直に表現した作品
のひとつです。

特別協力　公益財団法人中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）
27.5cm（高さ）×9.0cm（幅）×9.5cm（奥行き）

このコーナーではきらりと
　輝きながら活躍する市民を

紹介します。

誰もが同じ立場で
ともに働くということ
亀山社会的事業所
「まかせ太君」

　障がいのある人もない人も、と
もに働く場所「社会的事業所」。
　一般企業のように障がい者と雇
用関係を結び、働く場所を提供す
るとともに経済的自立の促進を
目的としています。市内（南崎町）
には、亀山社会的事業所『まかせ
太君』があり、職員１人と10代～
60代の障がい者（従業員）６人が、
ハウスクリーニング、除草・剪定、
引越し、不用品回収などの業務に
日々取り組んでいます。障がいの
内容や程度は皆さんそれぞれです
が、働くことへの真摯な心構えを
持って、今日も汗をぬぐいながら
懸命に仕事に打ち込んでいます。
―社会的事業所の特徴的なところは？
　「社会的事業所は、一般就労と福
祉的就労の間に位置するもので、
新しい雇用モデル事業と言えま

す。障がい者の社会的・経済的自立
を目指すとともに、雇用契約（社会
保険なども適用）を結び、一般就労
相当の給与を支給します。」
―普段の仕事の様子は？
　「愛知県から三重県中勢までを
フィールドに、週５日勤務で毎日
現場に出向いて働いています。仕
事内容は日によりさまざまで、時
に大変な仕事もありますが、声を
掛け合い助け合いながら、仕事を
完了させていきます。障がい者は、
サービスの受け手と思われがちで
すが、担い手として社会に関わっ
ていることに気付かされます。」
―これからは？
　「空き家対策、農事などの新しい
分野にも事業を拡大したいと考え
ます。また、障がいの内容や程度な
どさまざまな人がいるなかで、そ

れぞれが“適材適所”に役割を持っ
て、分担して働ける仕組みを作れ
たらと思います。さらには、事業の
継続性や採算性などの課題もあり
ますが、仕事をしたいと願ってい
る障がい者にとって、いきいきと
働ける場所でありつづけることを
目指していきます。」
―社会的事業所で働く感想などは？
　（従業員の皆さんに聞きました）
　「いろんな場所に行って、いろん
な仕事に従事できるのがやりがい
になっています。」「不慣れな仕事
の時もあり苦労することもありま
すが、それでも責任をもって懸命
に取り組んでいます。」「亀山社会
的事業所のみんなはとても仲が良
く、毎日楽しく働いています。」

※一つずつ丁寧に仕事をやり遂げていく
　亀山社会的事業所『まかせ太君』で働く皆さん

 

おいしい…11.4％
まあおいしい…39.5％
どちらともいえない…37.1％
あまりおいしくない…6.5％
おいしくない…4.2％
無回答…1.3％

水道水のおいしさ
安心…24.4％
どちらかといえば安心 …36.2％
どちらともいえない…16.6％
どちらかといえば不安…8.1％
不安…1.7％
わからない…6.5％
無回答…6.5％

水道水の安全性

　今年度、水道事業は昭和 41 年に給水を開始してから 50 周年となります。
　これまでの歴史を振り返るとともに、これからも「安全でおいしい水」を
提供してまいりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

　この機会に水の大切さを考えてみましょう。
　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗うことから、夜寝る前に歯をみがくまで、水道の
水を使わない日はありません。水道の蛇口をひねれば、簡単に水がでてきます。その水も
限りある資源であることを忘れてはいないでしょうか。
　節水に心掛け、汚れた水を河川などに流さないようにして豊かな自然や私たちの
まちを守っていきましょう。

　65歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、
蛇口の不良パッキンの無料交換と宅内漏水の
確認を上水道室職員が行います。なお、漏水
修理は市指定給水工事業者に依頼してください
( 修理費用は自己負担 )。

実施期間　６月 10 日 ( 金 ) ～ 16 日 ( 木 )
　　　　　（土・日曜日を除く）

●６月１日 ( 水 ) ～７日 ( 火 )
　午前８時 30 分～午後５時
　（土・日曜日を除く）
●建設部上下水道局上水道室へ
　電話でお申し込みください。

　皆さんのご家庭では、蛇口の
締りが悪くポタポタと水がこぼれ
たりしていませんか。貴重な水の
節約のため、家庭用蛇口パッキン
または節水コマ ( 直径 13mm) を
無料でお渡しします。
※数に限りがありますので、
　お早めにお越しください。

配布期間　６月１日 ( 水 ) ～７日 ( 火 )
　　　　　午前８時 30 分～午後５時
　　　　　（土・日曜日を除く）
配布場所　市役所１階案内窓口、
　　　　　市民文化部関支所地域サービス室
　　　　　(関支所１階)、
　　　　　建設部上下水道局上水道室(関支所２階)、
　　　　　あいあい、加太出張所

申込方法

昨年に実施した利用者アンケートの結果から抜粋

問合先 建設部上下水道局上水道室（☎97－0621）

50周年

「水道週間」
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おいしい…11.4％
まあおいしい…39.5％
どちらともいえない…37.1％
あまりおいしくない…6.5％
おいしくない…4.2％
無回答…1.3％

水道水のおいしさ
安心…24.4％
どちらかといえば安心 …36.2％
どちらともいえない…16.6％
どちらかといえば不安…8.1％
不安…1.7％
わからない…6.5％
無回答…6.5％

水道水の安全性

　今年度、水道事業は昭和 41 年に給水を開始してから 50 周年となります。
　これまでの歴史を振り返るとともに、これからも「安全でおいしい水」を
提供してまいりますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

　この機会に水の大切さを考えてみましょう。
　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗うことから、夜寝る前に歯をみがくまで、水道の
水を使わない日はありません。水道の蛇口をひねれば、簡単に水がでてきます。その水も
限りある資源であることを忘れてはいないでしょうか。
　節水に心掛け、汚れた水を河川などに流さないようにして豊かな自然や私たちの
まちを守っていきましょう。

　65歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、
蛇口の不良パッキンの無料交換と宅内漏水の
確認を上水道室職員が行います。なお、漏水
修理は市指定給水工事業者に依頼してください
( 修理費用は自己負担 )。

実施期間　６月 10 日 ( 金 ) ～ 16 日 ( 木 )
　　　　　（土・日曜日を除く）

●６月１日 ( 水 ) ～７日 ( 火 )
　午前８時 30 分～午後５時
　（土・日曜日を除く）
●建設部上下水道局上水道室へ
　電話でお申し込みください。

　皆さんのご家庭では、蛇口の
締りが悪くポタポタと水がこぼれ
たりしていませんか。貴重な水の
節約のため、家庭用蛇口パッキン
または節水コマ ( 直径 13mm) を
無料でお渡しします。
※数に限りがありますので、
　お早めにお越しください。

配布期間　６月１日 ( 水 ) ～７日 ( 火 )
　　　　　午前８時 30 分～午後５時
　　　　　（土・日曜日を除く）
配布場所　市役所１階案内窓口、
　　　　　市民文化部関支所地域サービス室
　　　　　(関支所１階)、
　　　　　建設部上下水道局上水道室(関支所２階)、
　　　　　あいあい、加太出張所

申込方法

昨年に実施した利用者アンケートの結果から抜粋

問合先 建設部上下水道局上水道室（☎97－0621）

50周年

「水道週間」

特集３  亀山の水道水
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特集７  ●●●●

※※ 一律  5,000 円

15,000 円 10,000 円
第 3 子以降は
15,000 円

10,000 円

　すべての受給者に、現況届を６月１日 (水) に発送します。
添付書類をご確認の上、６月末までに提出してください。
現況届の提出がない場合は、６月分以降の手当てを受けられ
なくなる場合があります。

現況届を提出してください

　平成 28 年２月から５月までの児童手当(または特例給付：
受給者の所得が所得制限限度額以上の人)を６月３日(金)に
各受給者の申請口座へ振り込みます。
※受給者が公務員の場合は、勤務先から別途支給されます。

　児童手当は、原則として申請した翌月
からの支給になりますが、申請が遅れる
と遅れた月分の手当てが受けられなくなり
ますのでご注意ください。

・初めてお子さんが生まれたとき
・第２子以降の出生によりお子さんが増えたとき
・ほかの市町村に住所が変わったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・名前が変わったとき　　など

児童手当は請求者の住所登録地で申請してください。
出生15日以内の申請であれば、翌月分からの支給になります。

養育する子どもとは、高校卒業までの子ども
のことをいいます。19 歳の子は子どもと
数えないため、12 歳の子は第２子となり、
月額 10,000 円の支給になります。

児童手当を振り込みます

児童手当を申請する時に必要なものは何ですか？

里帰り出産をしました。
児童手当の申請はどこですればいいですか？

19 歳 (大学１年)、17 歳 (高校２年)、
12 歳 (小学６年) の子どもがいます。
３番目の 12 歳の子の支給額はいくら
になりますか？

子ども
養育する子ども

小学６年 高校２年

１２

大学１年

 次のものが必要です。
　 請求者本人の印鑑 ( 認め印 )
　 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
　 請求者本人の健康保険証
　 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※ その年の１月１日に亀山市に住民登録がなかった人
　 前住所地の市町村長が発行する児童手当用所得証明書

　中学校卒業までの児童を養育している
人に支給されます。所得制限があります。

　児童を養育している人の所得が所得
制限限度額以上の場合は、特例給付とし
て月額一律 5,000 円を支給します。

　毎年６月、10 月、２月の月初めに
それぞれ前月分までの手当てをまとめて
支給します。

※特例給付

支給月

問合先 市民文化部保険年金室（☎84－5005）

修

特集４  児童を養育している人への手当の支給
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※※ 一律  5,000 円

15,000 円 10,000 円
第 3 子以降は
15,000 円

10,000 円

　すべての受給者に、現況届を６月１日 (水) に発送します。
添付書類をご確認の上、６月末までに提出してください。
現況届の提出がない場合は、６月分以降の手当てを受けられ
なくなる場合があります。

現況届を提出してください

　平成 28 年２月から５月までの児童手当(または特例給付：
受給者の所得が所得制限限度額以上の人)を６月３日(金)に
各受給者の申請口座へ振り込みます。
※受給者が公務員の場合は、勤務先から別途支給されます。

　児童手当は、原則として申請した翌月
からの支給になりますが、申請が遅れる
と遅れた月分の手当てが受けられなくなり
ますのでご注意ください。

・初めてお子さんが生まれたとき
・第２子以降の出生によりお子さんが増えたとき
・ほかの市町村に住所が変わったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・名前が変わったとき　　など

児童手当は請求者の住所登録地で申請してください。
出生15日以内の申請であれば、翌月分からの支給になります。

養育する子どもとは、高校卒業までの子ども
のことをいいます。19 歳の子は子どもと
数えないため、12 歳の子は第２子となり、
月額 10,000 円の支給になります。

児童手当を振り込みます

児童手当を申請する時に必要なものは何ですか？

里帰り出産をしました。
児童手当の申請はどこですればいいですか？

19 歳 (大学１年)、17 歳 (高校２年)、
12 歳 (小学６年) の子どもがいます。
３番目の 12 歳の子の支給額はいくら
になりますか？

子ども
養育する子ども

小学６年 高校２年

１２

大学１年

 次のものが必要です。
　 請求者本人の印鑑 ( 認め印 )
　 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
　 請求者本人の健康保険証
　 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※ その年の１月１日に亀山市に住民登録がなかった人
　 前住所地の市町村長が発行する児童手当用所得証明書

　中学校卒業までの児童を養育している
人に支給されます。所得制限があります。

　児童を養育している人の所得が所得
制限限度額以上の場合は、特例給付とし
て月額一律 5,000 円を支給します。

　毎年６月、10 月、２月の月初めに
それぞれ前月分までの手当てをまとめて
支給します。

※特例給付

支給月

問合先 市民文化部保険年金室（☎84－5005）

修

亀山市公共施設予約システム 検索

亀山市では、
運動施設の空き状況の照会や利用予約申請を
インターネットを通じてできる

「亀山市公共施設予約システム」を
６月１日から稼働します。

西野公園

関総合スポーツ公園 多目的グラウンド

関 B&G 海洋センター 観音山テニスコート体育館
トレーニングルーム

東野公園

亀山公園 庭球場

体育館
体育館会議室
野球場
運動広場
庭球場

体育館
体育館会議室
ソフトボール場
運動広場
ゲートボール場

　公共施設予約システム利用登録申請書を、
各運動施設の受付に提出してください。
利用者番号が発行され、公共施設予約シス
テムにログインできるようになります。

※ 登録には、本人確認ができる身分証明書
　(運転免許証など)、印鑑が必要となります。

どなたでも、施設の空き状況が
リアルタイムで確認できます。

システム利用登録をすると、
施設の予約が可能になります。

システム利用者は、予約内容を
マイページから確認することが
できます。

市ホームページからもアクセスできます。
TOP > くらし > 文化・スポーツ・生涯学習 > スポーツ

https://www.task-asp.net/cu/eg/ykr242101.task

問合先 市民文化部文化振興局
文化スポーツ室（☎84－5079）

特集５  公共施設の予約がスムーズに
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伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画総務部広報秘書室
（☎84－5021）

市
賀
甲

西
にしのさわ

沢のノハナショウブ群落
～優雅に咲き誇る初夏の使者～

大
だ い ち

池寺
じ

蓬
ほ う

莱
ら い

庭園のサツキ
～花が波うつ枯

か れ

山
さ ん

水
す い

～
　市指定名勝である大池寺書院の蓬莱庭園。さつきの大
刈込み鑑賞式枯山水庭園は、江戸時代に水口城を築城し
た小

こ

堀
ぼ り

遠
え ん

州
しゅう

が作庭したと伝えられています。
　書院の正面にある２段大刈込み庭園は、５月下旬から
６月中旬にかけてピンクのサツキで彩られ、刈り込まれ
たサツキの樹形と、白砂のコントラストが鮮やかです。
　秋は紅葉、冬はサツキが紫褐色に染められ、四季を通じ
て趣のある鑑賞ができますので、ぜひお越しください。

見ごろ　５月下旬～６月中旬
ところ　大池寺蓬莱庭園（甲賀市水口町名坂1168）
参観料　大人400円、中学生300円、小学生200円
アクセス
▷新名神高速道路「甲賀土山IC」から車で水口方面へ約15分
▷ＪＲ草津線「貴生川駅」から、はーとバス広野台行き
　「大池寺バス停」下車徒歩５分
問合先　蓬莱庭園 大池寺（☎0748－62－0396）

　ノハナショウブはアヤメ科の多年草で1,000種
以上あるハナショウブの原種です。もともとは西
之澤平池周辺に自生していましたが、現在は主に
約2,500㎡の私有地に約2,000株が植えられており、
地元の人たちによって大切に保存されています。
　三重県の天然記念物にも指定されており、６月
中旬に満開を迎える色鮮やかなノハナショウブ
は、訪れる人を楽しませています。
見ごろ　６月中旬
と ころ　伊賀市西之澤（伊賀市観光公式サイトをご

参照ください URL http://igakanko.net/index.php）
アクセス　名阪国道「壬生野IC」から車で南東へ約３分
問合先
▷伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670）
▷伊賀市文化財課（☎0595－47－1285）

のスペース（白鳥の湯の東側）
対象者　認知症の人やその家族、
　地域住民など
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　小規模特認校の白川小学校は、
通学区域外からの入学・転学が可
能です。市内に住所を有する保護
者とその幼児・児童を対象に学校
公開を行います。

と　き　６月18日（土）
　　　　午前８時30分～ 11時30分
時間・内容
▷午前８時40分～…授業参観
　（１・２限目）
▷ 午前10時40分～…児童集会、学

級発表（３限目）
▷ 午前11時30分～…小規模特認

校制度説明会（希望者を対象）
※どの時間からでも参加できます。
申 込方法　当日までに白川小学

校へ電話またはＥメール（   
sirakawa@kameyama-mie.jp）
でお申し込みください。

　元気丸カフェは、認知症の人やそ
の家族、地域住民などが集い、お互
いに交流し相談できる場所です。懐
かしいおもちゃやゲームも用意し
ています。お茶などを飲みながら、
ゆっくりと過ごしませんか？
と　き　６月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　あいあい１階ぽっカフェ

もよおし
認知症カフェ「元気丸カフェ」
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

小規模特認校「白川小学校」
学校公開デー

白川小学校（☎82－3007）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　社会保険労務士による出張年
金相談を行います。年金の請求や
受給など、年金制度についてお気
軽にご相談ください。
と　き　６月16日（木）
　　　　午前10時～午後3時
※正午～午後1時を除く
ところ　市役所西庁舎1階第4会議室
※相談は受付順です。

　市では、市内に住所を有し、満３
歳以上の幼児が私立幼稚園（市外の
私立幼稚園を含む）へ通園している
世帯に対し、所得の状況に応じ、入
園料と保育料を軽減するための就
園奨励費補助を行っています。
　希望する人は、６月15日（水）ま

でに通園している幼稚園へお申
し出ください。
※ 子ども・子育て支援新制度に移

行した幼稚園は対象となりま
せん。通園している幼稚園へご
確認ください。

対象世帯
▷平成28年度に納付すべき市民
　税が非課税となる世帯
▷ 平成28年度に納付すべき市民税

の所得割が非課税となる世帯
▷ 平成28年度に納付すべき市民

税の所得割課税額が、171,600
円に次の①・②の合計を加えた
額以下の世帯

①16歳未満の扶養親族の数×19,800円
② 16歳以上19歳未満の扶養親族

の数×7,200円
　（年齢は平成27年12月31日時点）
▷ 幼稚園に同時就園している、ま

たは小学１年生～３年生の兄・
姉がいる世帯

※ 平成28年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が77,100円以
下の世帯は、兄・姉の年齢の上
限は設けません（生計を一にす

る者に限る）。
▷ 生活保護法の規定により、保護

を受けている世帯

　日常生活の中で私たちは危険
物を使用しています。ガソリン、灯
油、塗料、接着剤、農薬、漂白剤、マ
ニキュア、除光液などに含まれ、気
温が上がるこれからの季節は可燃
性ガスが発生し、事故や火災につ
ながる危険性が高まります。
　危険物の取り扱いや保管につ
いて再度確認し、事故や火災を未
然に防ぎましょう。

お知らせ

６月３0日（木）
６月の納期
（納期限・口座振替日）

市県民税… 第１期
介護保険料… 第２期
市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9112）

私立幼稚園児の保護者の皆さんへ
就園奨励費補助金について

各私立幼稚園、教育委員会教育総
務室（☎84－5073）

6月5日（日）～ 11日（土）は
「危険物安全週間」です

市消防本部予防室（☎82－9492）

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『ときめくフレーズ、きらめくシネマ』
戸田奈津子／著、金子裕子／文
双葉社（2015年11月刊）
　映画字幕翻訳の第一人者、戸田奈津子
さんが100本の映画から旅先や日常で使
えそうな100のフレーズを紹介。どんな場
面のセリフなのか、どう使えるのかも優
しく解説。映画好きにも、楽しみながら英
会話を学びたい人にもオススメです！

『羊と鋼の森』
宮下奈都／著
文藝春秋（2015年９月刊）
　外村17歳、彼はピアノの音色に

「森の匂い」を感じた。その演奏では
なく、調律に。そして、彼は静かで深
い調律という森のなかを歩み続け
ることになった。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●緑

りょく

衣
い

のメトセラ／福田和代
●蛇

じ ゃ

の道行／加藤元
●銀

ぎ ん

杏
こ う

アパート／片島麦子
●市立ノアの方舟／佐藤青

せ い

南
な ん

●ソウル行最終便／安東能
よ し

明
あ き

●さいごのひみつ／いとうひろし
●脱走ペンギンを追いかけて
　／山本省三
●図書館のひみつ／高田高史
●雨の日のせんたくやさん
　／にしなさちこ
●どうぶつれっしゃ／しのだこうへい
●トランプ革命／あえば直

じ き

道
ど う

●キューブスイーツ／信
し

太
だ

康代
●理想の旅は自分でつくる！／酒井修一
●暮らしの寄せ植え／吉

よ し

谷
や

桂子
●人生一度きり！ 50歳からの転身力
　／大宮知信 

11広報かめやま　平成28年6月1日号



市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより
肝炎ってどんな病気？
　ウイルス性慢性肝炎はウイルスへの感染により慢性的な炎症が
繰り返され、肝臓の細胞が壊れていく病気で、Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎
が有名です。肝臓が徐々に硬くなり、肝機能も悪化して肝硬変や肝
がんへと進行することもあります。
　肝硬変が進行すると、腹水でお腹が張り、顔が黄色くなったり

（黄
おう

疸
だん

）、食道静脈瘤が破れたり、肝がんの原因にもなります。
　肝臓は“沈黙の臓器”とも呼ばれ、肝炎ウイルスに感染しても熱や
痛みなどの症状はほとんどなく、特に慢性の肝障害は緩やかに進
行するため、病状が進むまで自覚症状がほとんどありません。その
ために知らない間に悪化し、命に関わる病気になってしまいます。
　現在は早期に肝炎を見つけることができれば治せる時代になり
ました。まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。また、健康診断
の結果などで気になる人は、市立医療センターなどへ電話でご相
談ください。

●�本内容は、三重大学医学部附属病院肝炎相談支援
センター副センター長の長谷川浩司さんに寄稿
いただきました。

●�三重大学医学部附属病院肝炎相談支援センター
では、肝炎の患者さんやその家族を対象に、治療
に関する相談を受け付けています（☎059－231
－5756）。

　平成17年の「景観法」施行日に
合わせて、毎年６月１日は「景観
の日」と定められています。
　市でも、平成23年に亀山市景観
計画を定め、亀山市の豊かな自
然、長い歴史の中で育まれてきた
魅力ある風景を守り、育て、そし
て将来に残していけるよう、市民
や事業者の皆さんとともにさま
ざまな取り組みを進めています。
届出が必要な場合があります
　良好な景観の形成を図るため、
大規模な建築物などを建築する
場合は、事前に届出が必要です。
　また、関宿、亀山宿、坂本棚田周
辺は、規模に関わらず建築物を建
築する場合は、事前に届出が必要
です。
※ 届出対象になる建築物などは、

亀山市景観計画に定める景観
形成基準の規制対象になりま
すので、事前に建設部都市計画
室へお問い合わせください。

　仕事が忙しく、お子さんとゆっ
くり遊ぶことの少ないお父さん、
お子さんと楽しい時間を過ごしま
せんか。お母さんも一緒にどうぞ。
と　き　６月18日（土）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
ところ　関子育て支援センター
　（関認定こども園アスレ内）
講　師　健康支援エクササイズ協会
　ＦＰＣ認定インストラクター
　吉良裕代さん
内　容　親子でエクササイズ
対象者　市内に住所を有する乳幼
　児とその保護者
定　員　20組（先着順）
参加費　無料
申込期間　６月１日（水）～ 10日（金）
　 午前９時～午後４時（土・日曜

日を除く）
申 込方法　関子育て支援センター

へ電話または直接お申し込みく
ださい。

　お子さんと一緒におしゃべり
をしたり、ふれあい遊びをしたり
など、楽しく過ごしましょう。お
母さんも一緒にどうぞ。
と　き　６月25日（土）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあい内）
講 　師　ミエメン（県内で子育て

に関して活動するパパ組織）
内　容　先輩パパとあそぼう！
対象者　市内に住所を有する乳幼
　児とその保護者
定　員　15組（先着順）
参加費　無料
申込期間　６月６日（月）～ 17日（金）
　 午前９時～午後４時（日曜日を

除く）
申 込方法　亀山子育て支援セン

ターへ電話または直接お申し込
みください。

そ の他　講座に参加しない人の施
設利用は午後０時30分からにな
ります。

正常肝

慢性肝炎

肝硬変

肝がん

症状に気付きにくい

黄疸
腹水
消化管出血

６月１日は「景観の日」です
建設部都市計画室
（☎84－5046）

各種検診・教室
子育て講座「パパとあそぼう」

関子育て支援センター
（☎96－0203）

子育て講座「パパとあそぼう」
亀山子育て支援センター

（あいあい　☎84－3314）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　基礎から学び、12.5ｍ～ 25ｍ泳
ぐことを目指します。水泳を始め
たい人、ぜひご参加ください。
と　き　６月20日（月）～24日（金）
　　　　（全５回）
コース・時間
▷クロール…午前10時～ 11時
▷平泳ぎ…午前11時～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各20人（先着順）

参加費　各コース2,900円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持ち物　水着、キャップ、タオル、
　ゴーグル
申込開始日　６月１日（水）
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

　赤ちゃんとお母さんが一緒に
なって、簡単な遊びを楽しめる水

中ふれあい教室です。
と　き　６月27日（月）～７月１日（金）
　　　　午後１時～２時（全５回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対 象者　６カ月～３歳の乳幼児と

その保護者
定　員　10組（先着順）
参加費　2,900円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　６月１日（水）
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

５日間クロール・平泳ぎ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

赤ちゃんから始める水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

土砂災害警戒区域 　 特別警戒区域土砂災害警戒区域 と 特別警戒区域 に 指定土砂災害警戒区域 と 特別警戒区域 に 指定 建設部維持修繕室
（☎84－5129）

　 平成28年２月19日に県から区域指定の告示があり、土砂災害警戒区域および特別警戒区域として、
川崎町、関町白木一色などの地域が新たに指定されました。

土砂災害警戒区域とは
　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住
民等の生命または身体に危害が生じるおそ
れがあると認められる区域であり、危険の
周知、警戒避難体制の整備が行われます。

警戒避難体制の整備
　土砂災害から生命を守るため、災害情
報の伝達や避難が早くできるように地域
防災計画に定められ、警戒避難体制の整
備が図られます。

　居室を有する建築
物は、建築基準法に定
められた、作用すると
想定される衝撃等に
対して建築物の構造
が安全であるかどう
か建築確認がされま
す。

　著しい損壊が生
じるおそれのある
建築物の所有者等
に対し、移動等の勧
告が図られます。
　移転については、
住宅金融支援機構
の融資等の支援を
受けられます。

特別警戒区域とは
　急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊
が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生じ
るおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為
に対する許可制限、建築物の構造規制が行われます。

警
戒
区
域
で
は

特
別
警
戒
区
域
で
は
さ
ら
に

建築物の構造規制

建築物の移転等の勧告

　住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施
設の建築のための行為は、基準に従った
ものに限って許可されます。

特定開発行為に対する許可制

※詳しくは、県ホームページおよび市ホームページをご覧いただくか、建設部維持修繕室・建築開発室・
　営繕住宅室、または企画総務部危機管理局危機管理室へお問い合わせください。
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　専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　７月７日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（予約制）
ところ　県鈴鹿保健所
　　　　（県鈴鹿庁舎１階）
対 象者　こころに悩みを持つ本人

またはその家族など
費　用　無料
申 込方法　県鈴鹿保健所地域保
　 健課へ電話でお申し込みくだ

さい。

　うたごえは脳の活性化を促し、
気持ちを高揚させます。お茶やお
話を楽しみながら、アコーディオ
ン、ピアノ、ギターの伴奏に合わ
せて、懐かしい唱歌、歌謡曲、民謡
などを皆さんで唄いましょう。
と　き　６月15日（水）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　城北地区コミュニティセ

ンター
対 象者　おおむね65歳以上の人や

介護予防に関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　水遊びをしている間に、自然と
水慣れができるようになります。
と　き　６月27日（月）～７月１日（金）
　　　　午後３時～４時（全５回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　３歳～小学生未満の人
定　員　10人（先着順）
参加費　2,900円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持 ち物　水着、キャップ、タオル、

ゴーグル
申込開始日　６月１日（水）
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ

＜常設展示室＞
常設展示「亀山市の歴史」
内 　容　亀山市の歴史を、縄文時代から現代まで、

時代を追って展示します。
常設展示観覧料
　一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※ 小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者と

その介助者は無料
※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料
開 館時間　午前９時～午後５時（展示室への入場

は午後４時30分までにお願いします）
※ 休館日…毎週火曜日、13日（月）～ 17日（金）
（展示撤収のため）、27日（月）～７月１日（金）
（資料くん蒸のため）
URL http://kameyamarekihaku.jp

はじめてのプール
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

うたごえ喫茶「きぼう」
～健康・長生きへの第一歩～

野村きぼう苑（☎84－7888）

　神辺小学校で移動博物館を行います。歴史博物館から、神辺小学校区
に関係する実物資料などを持ち出し展示します。当日は、学芸員の展示
解説を聞くこともできます。
　１日限りの展示ですが、地域の歴史に関心を持ち、地域の歴史を身近
に感じていただけると思います。お気軽にご観覧ください。
と　き　６月24日（金）　午前10時～午後３時
ところ　神辺小学校　　観覧料　無料

歴史博物館 in 神辺小学校

＜企画展示室＞
第26回企画展

「亀山藩政と武士の日常 ～加藤秀繁日記から～」
と　き　６月12日（日）まで
内 　容　亀山藩の武士だった加藤秀繁は、文化11
（1814）年から嘉永２（1849）年までの長期にわ
たって書き続けられた、膨大な日記を遺してい
ます。歴史博物館開館以来、読み解いてきたこの
記録から、当時の亀山藩の状況と武士の日常の
暮らしを読み解きます。

企画展示観覧料　無料

６月の催し　　歴史博物館（583－3000）
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参加費　無料
申込期限　８月５日（金）  午後５時
申 込方法　鈴鹿工業高等専門学校

ホームページ（小・中・高校生の
ためのプログラム ひらめき☆
ときめきサイエンス～ようこそ
大学の研究室へ～ページ）から、
お申し込みください。

URL http://www.suzuka-ct.ac.jp

　初めての人でもできるバドミント
ンコートを使ったテニスです。家族や
友達とチャレンジしてみませんか。
と　き　６月25日（土）
　　　　午後１時30分～５時
※受付は午後１時～
ところ　西野公園体育館
大会種目　テニポン
※ ファミリーバドミントンとヘ

ルスバレーボールの体験も同
時に行います。

対象者
▷一般の部…市内に在住する人
▷家族の部…小学生と保護者
※ １チーム２人～３人とし、チー

ムでお申し込みください。
募集人数　50人程度（先着順）
参加費　無料
持 ち物など　室内用シューズ、飲

み物、タオル、動きやすい服装
申込期限　６月17日（金）
申 込方法　市民文化部文化振興局

文化スポーツ室へ、チーム全員
の住所、氏名、年齢、電話番号を
明記してファクス、または直接
お申し込みください。

自由練習会を行います！
　ニュースポーツの体験や練習
を、指導者と一緒に行います。お
気軽にご参加ください。
と　き　６月12日（日）、19日（日）
　　　　午前10時30分～正午
ところ　東野公園体育館
※申し込みは不要です。

と　き　６月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　野村地区コミュニティセ

ンター
講　師　三重短期大学講師
　　　　中道和久さん
対 象者　おおむね65歳以上の人や

介護予防に関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

と　き　６月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　南部地区コミュニティセ

ンター
対 象者　おおむね65歳以上の人や

介護予防に関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物　上履き

　環境への負荷が小さいとの特長
から、太陽光発電は多くの可能性
を秘めたエネルギーです。当日は、
シリコン太陽電池を一から作っ
て、太陽電池からの発電でモー
ターが回るのを体験できます。
と　き
　９月３日（土）または４日（日）
※いずれも午前９時～午後５時
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
対象者　中学生
定　員　各回10人（先着順）

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

募　集
第１回ニュースポーツ大会

参加者募集
市民文化部文化振興局文化スポーツ室
（☎84－5079、FAX82－9955）

介護予防キラキラ教室
「物忘れ ちょっと

気になるあなた!!」
野村きぼう苑（☎84－7888）

ひらめき☆ときめきサイエンス
～光で発電！一から作る、
　　　あなたが作る太陽電池～
鈴鹿工業高等専門学校総務課地
域連携係（☎059－368－1717）

市立図書館（☎82－0542）　関図書室　（☎96－1036）

おはなしの会
６月４日（土）　午後２時～　市立図書館（児童室）
６月８日（水）　午後３時～　関文化交流センター（和室）
子どもアニメ上映会
６月１日（水）　午後３時～　関文化交流センター（研修室）
休館日
●市立図書館…毎週火曜日、24日（金）
●関図書室…毎週月曜日、24日（金）
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
６月１日～ 15日　かさと うたえば　（原美津子）
６月16日～ 30日　がるるるる　（堤美保子）

　梅雨の季節、図書館で本を借りて、自宅で読書はい
かがでしょうか。図書館は、市内に在住・在学・在勤の人
であればどなたでも「図書貸出券」を作ることができ、
本7冊・雑誌2冊までを2週間借りていただけます。

６月の催し
※参加費無料図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

南部スマイル教室
～下肢筋力アップ体操～
亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）
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　６月27日（月）～７月１日（金）
※いずれも午前９時～午後５時
申 込方法　市消防本部予防室、関

分署、北東分署に備え付けの申
請書（市ホームページ[市消防本
部のページ]からもダウンロード
可）に必要事項を記入の上、受講
料を添えてお申し込みください。

　市道の草刈活動は、これまで自
治会のみが支援事業の対象でし
たが、より一層の道路の美化を目
的に対象団体を広げました。
　参加を希望する団体は、建設部
維持修繕室へご連絡ください。
支援事業対象団体
　自治会、婦人会、老人会、水利組

合、ＰＴＡ、市民団体、その他これ
に準ずる団体

　８月６日（土）に開催予定の亀
山市納涼大会で「市民総踊り」を
行います。
　２会場で練習を行いますので、
ぜひお越しください。
と　き　６月18日（土）
時間・ところ
▷午前９時30分～
　青少年研修センター
▷午後１時～
　関文化交流センター
内　容　亀山音頭、亀山小唄

　一定規模以上の店舗や工場など
は、防火上必要な業務を行うため
に防火管理者を選任することが義
務付けられています。この資格を
取得するための甲種防火管理者資
格取得講習会を開催します。
と　き　７月16日（土）、17日（日）
　　　　午前９時30分～午後４時
※２日間の受講が必要です。
ところ　市消防庁舎
定　員　50人（先着順）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込期間
▷市内在住者・事業所
　６月20日（月）～７月１日（金）
　（土・日曜日を除く）
▷そのほかの人

甲種防火管理者
資格取得講習会受講者募集
市消防本部予防室（☎82－9492）

市道の草刈活動を行う団体を
募集しています

建設部維持修繕室（☎84－5129）

亀山市納涼大会
市民総踊りの練習をします！
亀山市納涼大会実行委員会事務局

（市民文化部関支所観光振興室内
☎96－1215）

食
中
毒
を
防
ぐ
３
原
則

　これからの季節は、食中毒
の危険性が高まります。毎日
のちょっとした心掛けで家
庭の食中毒を防ぎましょう。
問合先
健康福祉部長寿健康づくり室

（あいあい　☎84－3316）

つ
け
な
い
！

増
や
さ
な
い
！

や
っ
つ
け
る
！

子どもと高齢者は要注意！
　同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子どもや高齢者だ
けに発症する場合があります。重症化することも多いので、
子どもや高齢者がいる家庭は特に注意が必要です。

●手洗い
　手にはさまざまな細菌が付着しています。調理前後、食事前、
トイレの後などは必ず手を洗いましょう。
●調理器具は清潔に
　生の肉や魚を調理したまな板や包丁は、
使用の都度きれいに洗いましょう。
●食材を分けて保存
　生の肉や魚はほかの食品に触れないように、容器やラップに
包んで保存しましょう。

●冷蔵庫を過信しない
　冷蔵や冷凍では食中毒となる細菌やウイルス
は死にません。食品の長期保存を避け、できる
限り早めに食べましょう。
●調理済み食品はすぐに食べる
　細菌の多くは高温多湿な環境で増殖します。室温に
放置せず、すぐに食べましょう。

●加熱処理をしっかり行う
　ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって
死滅します。目安は中心部の温度が 75 度で
１分以上加熱することです。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

申 込方法　鈴鹿亀山消費生活セン
ターへ電話でお申し込みください。

※ 会場手配は主催者側でお願い
します（舞台の出入口、コンセ
ント位置などの条件あり）。

※ 劇団との日程調整や会場の都
合によっては、ご希望に添えな
い場合があります。

受験資格　いずれかに該当する人
▷ 平成28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人、お
よび平成29年３月までに高等
学校または中等教育学校を卒
業する見込みの人

▷ 人事院が上記に掲げる人に準ず
ると認める人

申込期間
▷インターネット
　６月20日（月）～ 29日（水）
　受信有効
▷郵送または持参
　６月20日（月）～ 22日（水）
※ 郵送の場合は、６月22日（水）ま

での通信日付印があるもの
※ 持参の場合は、６月22日（水）午

後５時までに提出があったもの
試験日
▷第１次試験…９月４日（日）
▷第２次試験…10月12日（水）
　～ 21日（金）で指定する日
●国税庁ホームページ（名古屋国税局）
URL http://www.nta.go.jp/nagoya

第１回
と　き　７月７日（木）
ところ　県総合文化センター
申込期限　６月29日（水）
第２回
と　き　７月31日（日）
ところ　県吉田山会館
申込期限　７月21日（木）
第３回
と　き　９月３日（土）
ところ　県庁講堂棟講堂
申込期限　８月25日（木）
※申込期限は各期限日の午後５時
試験種目
▷第１回、第２回…網猟、わな猟、
　第１種銃猟、第２種銃猟
▷第３回…わな猟
※試験時間は午前９時～午後５時
受験料　初心者…5,200円
　　　　一部免除者…3,900円
※ 提出書類や手数料など詳しくは、

県四日市農林事務所森林・林業
室へお問い合わせください。

※ 申請書は環境産業部森林林業室
（市役所２階）にも備えています。

　鈴鹿亀山消費生活センター設立
10周年を記念して、振り込め詐欺な
どの高齢者被害防止に関する啓発
演劇を実施します。開催を希望する
団体などはお申し込みください。
目 　的　高齢者の振り込め詐欺や

悪質商法などの被害防止
対 　象　自治会、老人会、高齢者支

援団体などの主催行事で、20人
以上の参加が見込めること

内 　容　「劇団花さつき」による演
劇、振り込め詐欺防止音頭、講話
など（約45分～ 60分程度）

実 施日　８月20日（土）～ 10月23
日（日）までの、土・日曜日の昼間

募集数　４団体（鈴鹿市・亀山市）
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　６月30日（木）

※（　）内は昨年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成28年交通事故発生状況
（４月末時点・亀山署管内）

37件（－18） 0人（－2） 49人（－22） 441件（－35）

亀山警察署（☎82－0110）

～梅雨（雨天）時の交通事故防止について～
　雨の日は、視界が悪くなる上に路面も滑りやすくなり、スリップ事
故や追突事故が多発するようになります。特に雨の日は、スピードを控
えめにし、車間距離を十分にとって慎重に運転しましょう。また、車の
点検（タイヤ、ブレーキ、ワイパーなど）も忘れないようにしましょう。

試　験

高齢者被害防止のための啓発
演劇開催を希望する団体を募集

鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－370－0777）

税務職員募集（高校卒業程度）
名古屋国税局人事第二課試験係

（☎052－951－3511　内線3450）

狩猟免許試験
県四日市農林事務所森林・林業室

（☎059－352－0655）

25 名阪国道（三重県内）
リフレッシュ工事のお知らせ

工事区間　関ＩＣ～南在家ＩＣ（大阪方面下り）
規制内容　終日（24時間）本線１車線規制
工事期間　６月13日（月）午前９時～25日（土）午前５時
※６月18日（土）午前５時～20日（月）午前９時は工事を行いません。

国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所情報センター（☎82－3937）
名阪国道テレフォンインフォメーション（☎82－3939）
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と　き　６月18日（土）
ベビーボンディングマッサージ
　午前９時20分～ 10時20分
※ 対象者は、妊婦とその夫、０歳

児とその父親または母親
キッズFunマッサージ
　午前10時45分～ 11時45分
※ 対象者は、１歳～就学前の幼児

とその父親または母親
ところ　青少年研修センター２階
参加費　各1,000円
申込期限　６月12日（日）
申 込方法　氏名、電話番号、お子さ

んの年齢、参加する大人の人数
を明記してＥメールで、または
電話でお申し込みください。

申 込・問 合 先　 ＥduＱ 親 子 マ ッ
サージ教室（伊吹　☎070－1340－
1652　  eduqsaori@gmail.com）

と　き　６月19日（日）
　　　　午後１時～４時45分
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　（公財）モラロジー研究所
　社会教育講師　久野信夫さん
テーマ　よい心づかいを知る!
内 　容　人生の真の幸福と道徳心

を育む生涯学習
参加費　1,500円
テキスト代　270円
※ テキスト「心新たに生きる」を

お持ちの人はご持参ください。
問合先　亀山モラロジー事務所
　（服部　☎090－6593－7490）

　介護の資格を持ちながら介護の
仕事をしていない人、研修を受け
て、もう一度介護の職場に復帰して
みませんか。
中勢会場（津市）
と　き　６月24日（金）、29日（水）
ところ　三重県総合文化センター
北勢会場（四日市市）

と　き　７月22日（金）、28日（木）
ところ　じばさん三重
対 象者　介護福祉士国家資格、介

護職員初任者研修（旧ホームヘ
ルパー２級）など修了者で、福
祉・介護の仕事をしていない人

定　員　各会場30人
参加費　無料
そ の他　県内福祉施設での施設体

験が２日間あります。
申 込・問合先　三重県福祉人材セ

ンター（☎059－227－5160）

　初夏のウォーキングは、中の山
パイロットの広大な茶園を満喫
できるコースです。
と 　き　６月12日（日）　午前10時

30分～午後２時（小雨決行）
集合場所　あいあい玄関前
コ ース　あいあい→アイリス町→

中の山パイロット（茶園）→みず
きが丘→あいあい（約８km）

参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具などはご持参ください。
※申し込みは不要です。
※新刊「続 亀の細道」を配付します。
問合先　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

と　き　①６月16日（木）
　　　　②７月21日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①昔の生活「数字の雑学」
　（語り部　尾崎末廣さん）
②江戸時代の武家の官位
　（語り部　草川喜種）
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　亀山宿語り部の会事務局
　　　　（浅田　☎82－5638）

　肌と肌との触れ合いで、親子・
家族の絆を深めましょう。お子さ
んの心と体の健康と成長を助け
る親子マッサージです。

　広報かめやま５月16日号９
ページの「平成27年度公文書の公
開等実施状況」の内容に一部誤り
がありました。正しくは、「○公文
書の公開請求件数　201件」です。
おわびして訂正します。

おわびと訂正
企画総務部総務法制室

（☎84－5033）

亀山あるこうかいクラブ
～県下最大規模の茶園を歩こう～

「亀山宿語り部」の楽しい話

親子・家族の絆
きずな

を育む
家族でベビー＆キッズマッサージ体験

モラロジー生涯学習セミナー

起きて!眠ってるよ、あなたの力。
介護有資格者等再就職研修

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

６月３日（金）～９日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　「下水道の正しい使い方」
　「メッセージ花火を募集します」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「第三愛護園」
６月10日（金）～16日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　「お口の健康について」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「加太保育園」
※ 午前６時から午前０時まで、30

分番組（文字情報を含む）を繰
り返し放送しています。なお、
放送内容を変更する場合があ
りますので、ご了承ください。
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　伊勢志摩サミット開催にあわせて、子どもたちに外
国の食文化や世界について興味を持ってもらおうと、
サミット参加国の料理を献立に取り入れた給食を提供
しました。10日には、市内小学校でカナダをテーマに
した給食がふるまわれ、11日には、市内中学校でイギ
リスをテーマにしたデリバリー給食が行われました。

伊勢志摩サミット給食5
10・11

　白川小学校と加太小学校で、地域の人々などの協力のもと田植え体験が行われ、児童たちは昔ながらの田植えを
実践しました。水田の感触や土の感じを体感して楽しむとともに、働くことの大変さや喜びを学習しました。

子どもたちが田植えを体験（白川小学校・加太小学校）5
12

亀山西小学校の給食時の様子
※サーモングラタン、野菜スープ、黒糖パン
　ブルーベリーゼリー、牛乳

※Ａランチメイン料理：スコッチエッグ
　Ｂランチメイン料理：フィッシュ＆チップス
　（共通）玉ねぎのソテー、コロネーションサラダ、
　フライドポテト、ベイクドビーンス、ごはん、牛乳

亀山中学校の昼食時の様子

Ⓐ

Ⓑ

　亀山里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催
され、たくさんの家族連れなどが訪れました。ザリ
ガニ釣りや池干し体験などが行われ、里山の自然に
触れながら、春の一日を楽しんでいました。

亀山里山公園「みちくさ」
春のイベント5

15

白川小学校の田植えの様子

カメラに向かって手を振ってくれました！

加太小学校の田植えの様子

どろんこ遊びも楽しみました！

　第２次亀山市総合計画の策定にあたり、市民の 
皆さんの意見を広くお聞きする機会として、市民 
フォーラム「まち×カフェ in かめやま」が、亀山
ショッピングセンターエコー１階多目的ホールで
開催されました。リラックスした雰囲気のなかで、
亀山市の将来について話し合いました。

第２次亀山市総合計画 市民フォーラム
「まち×カフェ in かめやま」5

22
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

かめやま見てある記

市の人口　5月1日現在　●総人口 49,583人（前月比－1）　●男 24,750人（前月比－29）　●女 24,833人（前月比＋28）　●世帯数 20,628世帯（前月比＋8）

このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（584－5021）までご連絡ください。
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 くん（左）　平成23年２月10日生まれ

　宗さん　　　真紀さん　（田村町）
兄ちゃんより強くなるぞ！
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姉弟仲良く、スクスクおおきくなぁれ♡
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　高度経済成長時代の幕開けから約半世紀。その頃
から農業の衰退がはじまりました。
　水田休耕地、耕作放棄地が目に付く状況の中、稲作
経営一筋74年！美味しいお米作りを目指し努力され
ている、関町萩原の岩間肇さんにお話を伺いました。
　年齢92歳のお元気な姿で「耕作面積１町５反の田
植えが済みました。」「稲刈り、籾

もみ

摺
す

りの機械も全て私
が扱います。」と聞いて大変驚きました。

　一番気を付けていることは
「農作業には危険が伴うため、
安全第一を常に心掛けていま
す。」との言葉に少々安心した
気持ちになりました。
　「若い頃は、農協の理事、民生
委員などを長い期間引き受け
ることができました。それは地
域の皆さんの協力があったか

ら頑張ることが
できました。」と
話されました。
　体力の秘訣は
何かと尋ねると、
自分の好きなよ
うに時間を使い、
本や新聞をよく

読んで、数字や文字はできるだけ暗記をします。ま
た、農業の知識は日記を付けて整理をし、体力面では
細い畦

あぜ

道
みち

を歩くことで、足腰の平衡感覚が自然と養
われたそうです。これらの日々の心掛けが、今の健康
維持に繋がっているようです。お話を伺って、元気の
源の様子が分かりました。
　近年は異常高温、大雨や獣害などの予期せぬ被害
を受け、これからの山里の農業経営も一段と厳しく
なるのではと心配されていました。絶えず笑顔のご
夫婦「あと５年は頑張りたい。」と熱意ある気持ちに、
大変嬉しく感じました。

市民記者　松村　正さん

稲作一筋74年


