
ら、ゆっくりと過ごしませんか？
と　き　６月20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

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。

日本政策金融公庫
出張相談会 in 亀山商工会議所
亀山商工会議所（☎82－1331）、
日本政策金融公庫四日市支店（☎
059－352－3122）
　日本政策金融公庫の担当者が亀
山商工会議所に出張し、運転資金
や設備資金をお考えの人の相談に
応じます。
と　き　６月９日（金）、15日（木）
※いずれも午前10時～午後４時
ところ　亀山商工会館
　　　　（東御幸町39－8）
申�込方法　亀山商工会議所または

日本政策金融公庫四日市支店へ
電話でお申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。

の住所、氏名、年齢、電話番号を
明記してファクスで、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11日（日）
　　　　午前９時～正午
ところ　東野公園体育館
※申し込みは不要です。

    

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）

　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。お茶を飲みなが

もよおし
第２回ニュースポーツ大会
市民文化部文化振興局文化スポーツ室
（☎84－5079、FAX82－9955）
　初めて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よう！
と　き　６月25日（日）
　　　　午後１時30分～４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開催
※大会終了後に体力テストも実施
チーム編成　１チーム２人～３人
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
定　員　各部20チーム（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16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

道路をつなぎ未来をひらく鈴鹿亀山　夢の道
鈴鹿亀山みちフォーラム

「鈴鹿亀山道路」シンポジウム

問合先 新名神と鈴鹿亀山地域の幹線道路整備を進める会事務局（鈴鹿商工会議所内 ☎059－382－3222）
建設部都市計画室（☎84－5046）

と　き　７月８日（土）午後１時30分～５時
　　　　（開場は午後０時30分～）
ところ　鈴鹿サーキット　ホスピタリティラウンジ
　　　　（鈴鹿市稲生町7992）
内　容

▽第１部…基調講演「道路の必要性を東北震災から学ぶ」
　　　　　元国土交通事務次官・元東北地方整備局長
　　　　　徳山日出男さん

▽第２部…意見発表
参加費　無料
主　催　新名神と鈴鹿亀山地域の幹線道路整備を進める会
共　催　鈴鹿商工会議所、亀山商工会議所

申込期限　６月23日（金）
申込方法　亀山商工会議所、建設部都市計
画室にある申込用紙（市ホームページからも
ダウンロード可）に、必要事項（氏名、電話
番号）を記入の上、お申し込みください。

その他　車でお越しの際は、モータースポーツ
ゲートからの入場となるため、本誌（広報か
めやま６月１日号）または案内チラシを持参
いただき、入場ゲートでご提示ください。

11広報かめやま　平成29年6月1日号



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
甲芭蕉翁ゆかりのスポット散策

～俳句散歩はいかが～
鈴鹿馬子唄全国大会
～自慢ののどを披露～

　馬子唄の中でも
歴史は古く、全国
的にも親しまれて
いる鈴鹿馬子唄の
全国大会が、今年
も甲賀市土山で開
催されます。全国
の民謡を愛する皆
さんが、鈴鹿峠の
麓『あいの土山』で
自慢ののどを披露
します。ぜひ、躍動感ある唄声を聞きにお越し
ください。
と　き　６月25日（日） 午前９時～（予選）
　　　　　　　　　　 午後１時30分～（決勝）
ところ　甲賀市あいの土山文化ホール
　　　　（甲賀市土山町北土山2222－2）
入場料　無料
アクセス
　 新名神高速道路「土山IC」から亀山方面へ車

で約10分
問合先　甲賀市あいの土山文化ホール
　　　　（☎0748－66－1602）

　芭蕉翁の生誕地である伊賀市には、芭蕉ゆか
りのスポットがいくつもあります。
　上野公園にある俳聖殿は、芭蕉翁の旅姿を模
した木造建築です。国の重要文化財に指定され
ている美しいお堂で、格子戸から中をのぞくと、
伊賀焼の芭蕉像に出会えます。
　そのほかにも、
芭蕉翁記念館や、
芭 蕉 翁 の 門 弟
服
は っ と り

部土
と

芳
ほ う

の草庵
である蓑

み の む し

虫庵が
あり、俳句を詠む
のに最適です。
ところ
①俳聖殿（上野公園内［堂内への入場は不可］）
②芭蕉翁記念館（上野公園内）
③蓑虫庵（伊賀市上野西日南町1820）
※②③は午前８時30分から午後５時まで開館
　（入館料が必要）
アクセス
①②…伊賀鉄道「上野市駅」から北へ徒歩約５分
③…伊賀鉄道「上野市駅」から南へ徒歩約15分
問合先　伊賀市文化交流課　（☎0595－22－9621）

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。

6月1日は「景観の日」です
建設部都市計画室（☎84－5046）
　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

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

　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15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。

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

▽  平成29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①②の合計を加えた額以下
の世帯

　① 16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28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29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

各種検診・教室
こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

　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６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。

電波のルールは必ず守りましょう
６月１日～10日は「電波利用環境

保護周知啓発強化期間」です
総務省東海総合通信局（不法無線
局の相談　☎052－971－9107、テ
レビ等の受信障害の相談　☎052
－971－9648）
　電波の利用にはルールがありま
す。無線機器を使用するときは、必
ず「技適マーク」が付いているかを
確認してください。
　また、外国規格の無線機器は、防
災行政用無線やテレビ放送等に妨
害を与えるおそれがあり、国内で
は使用できません。

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（☎84－5072）
　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
じて、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（木）ま
でに通園している幼稚園へお申し
込みください。
※ 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29年度に納付すべき市民税
が非課税となる世帯

▽  平成29年度に納付すべき市民税
の所得割が非課税となる世帯

「食べる力」は「生きる力」
～６月は「食育月間」です～
環境産業部農政室（☎84－5082）
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

　私たちは毎日食事をして生活し
ています。そして、その食事は、生
涯にわたって大切な心と体をつく
り、次の世代を育んでいきます。
　食育とは、さまざまな経験を通
じて、「食」に関する知識とバラン
スの良い「食」を選択する力を身に
付け、健全な食生活を実践できる
力を育むことです。健康的な食の
あり方を考えるとともに、日ごろ
何気なく送ってしまいがちな食生
活を考え直すきっかけにしてみま
せんか？
　この機会に、バランスの良い食
事を心掛けたり、地場産物や郷土
料理を楽しんだり、家族そろって
食卓を囲むなど、生活の基本であ
る食生活を考えてみましょう。

６月４日（日）～10日（土）は
「危険物安全週間」です

市消防本部予防室
（☎82－9492）

　日常生活のなかで私たちは危険
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、除光液などからは、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。

６月30日（金）

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。

技適マーク
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はじめてのプール
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　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。
水が苦手な子や怖がる子でも大丈
夫です。プールで楽しく遊びませ
んか？
と　き　６月19日（月）～23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　2,000円
スポーツ保険料　800円
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（木）
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。

赤ちゃんから始める水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　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19日（月）～23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　生後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　3,000円
スポーツ保険料　1,600円
持�ち物　水着、キャップ、タオル、

水遊び用紙おむつ
申込開始日　６月１日（木）
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。

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0203）

と　き　６月14日（水）
　　　　午前10時30分～11時
ところ　関子育て支援センター
　（関認定こども園アスレ内）
内　容　親子で守ろう歯の健康
講�　師　健康福祉部長寿健康づく

り室　保健師・歯科衛生士
対�象者　０歳児から就学前までの

乳幼児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

●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。また、帰宅後の２度
　洗いが効果的です。
●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、よく乾かしましょう。
●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。

問合先
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

子どもと高齢者は要注意！

●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。食品の長期保存は避け、
　できるかぎ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。

つ
け
な
い
！

増
や
さ
な
い
！

や
っ
つ
け
る
！

　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。

　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。

食中毒
を防ぐ
３原則
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

と�　き　６月の毎週水曜日（６月
７日、14日、21日、28日）

※いずれも午前10時～11時30分
ところ　亀山老人保健施設１階
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※ 材料費などの実費は自己負担と

なります。詳しくは、お問い合わ
せください。

※１回からでも参加できます。
※申し込みは不要です。
持ち物など　上履き、動きやすい服装

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。
持ち物など　上履き、動きやすい服装

レッツゴー五つ星
～五つの健康（身体・頭・心・栄養・
仲間づくり）で元気はつらつ！～
亀山老人保健施設（☎83－5921）
　『五つ』の健康体操を、皆さんで
楽しく行います。

認知症・介護予防体操教室
～希望をもって元気に生きる～
野村きぼう苑（☎84－7888）

と　き　６月７日（水）
　　　　午前10時～11時30分
と�ころ　野村地区コミュニティセ

ンター
内　容　健康体操
　　　　（セラバンド体操）
※ セラバンドとはゴムでできたト

レーニング用のバンドで、主催
者側で準備します。

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
糖尿病教室の開催

スズメバチに刺されたらどうするの？

　２カ月（偶数月）に１回、糖尿病療養支援
チームが、糖尿病のことを皆さんに知って
もらうために、糖尿病教室を開催します。
ところ　市立医療センター
対象者　糖尿病に関心のある人
参加費　無料
申�込方法　市立医療センターへ電話また

は直接お申し込みください。
※ 開催日時や会場などが変更となる場合

があります。変更があれば自治会の回覧
板やポスターなどでお知らせします。

　７月から10月まではスズメバチが活発に活動する時期です。ハチに
刺されると、ほとんどの場合は、刺された箇所の腫れや痛み、かゆみな
どの局所症状だけが起こります。このような場合は慌てる必要はあり
ません。腫れや痛みは１日から２日でピークに達し、３日目ぐらいから
軽くなり特別な治療をしなくても自然に軽快します。痛みや腫れは冷
やすことで症状が軽くなります。痛みが強くて医療機関に行く場合で
も、全身の症状が無い場合には緊急でかかる必要はありません。
　しかし、スズメバチに気を付けるべき理由は、刺された時にアナフィ
ラキシーという全身のアレルギー反応を起こす場合があり、まれに命
に関わることがあるからです。右記の症状がでた場合、強いアレルギー
反応（アナフィラシキー）を起こしている可能性があります。症状は、刺
された直後から１時間の間に起こることが多く、15分から30分までの
間は特に注意が必要です。息苦しい、ゼーゼーという呼吸の音がする、
意識が遠のく、吐き気、冷や汗などの症状があれば、重篤な場合の可能
性があり、速やかに医療機関で処置を受ける必要があります。
　野外に出掛けるときはハチに刺されないことが大切ですが、刺され
たときは以上のことに注意して行動しましょう。

注意すべきハチ刺されの
症状（全身の症状）
・息苦しい
・意識がもうろうとする
・腹痛、吐き気、下痢
・立っていられない
・冷や汗
・�全身の赤みやじんましん

と　き テーマ 講　師

６月21日（水）糖尿病としびれ糖尿病と腎臓の病気
看護師
医師

８月24日（木）糖尿病と目の病気糖尿病と薬について
医師
薬剤師

10月17日（火）運動療法（ウォーキング）理学療法士

12月
※日にちは未定 糖尿病と検査について 臨床検査技師

２月20日（火）食事療法（予約制） 管理栄養士
※時間はいずれも午後２時～３時30分
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図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『靴のお手入れ新常識』
NHK出版／編集、安富好雄／監修
NHK出版（2016年10月刊）
　靴のお手入れというと面倒に感
じる人は多いはず。けれど、お気
に入りの靴を長くきれいに履くに
は、洗顔同様、水洗い・保湿・栄養補
給が必要。梅雨時のカビ対策など
も紹介。

『タイム・トラベラー』
石山　透／著
復刊ドットコム（2016年12月刊）
　1972年 放 送 のNHK少 年 ド ラ マ

「タイム・トラベラー」と、続編であ
る「続・タイムトラベラー」のシナリ
オ集。前者の原作は、筒井康隆『時を
かける少女』、後者は、石山透のオリ
ジナル。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●ジュリエットのいない夜／鴻

こ う か み

上尚史
●半島へ 陸自山岳連隊／数

あ ま た

多久
く お ん

遠
●あのころ、早稲田で／中野　翠
●誰かが見ている／宮西真冬
●諦めない女／桂　望実
●いっぴきののねずみ／はらちえこ
●おさるのこうすけ／武田美穂
●ナンシー探偵事務所／小路すず
●ひとつずつ／長　新太
●ねがえり ごろん／ミスミヨシコ
●面白いほどよくわかる！他人の心理学
　／渋谷昌三
●社交不安症がよくわかる本
　／貝

か い や

谷久
ひ さ の ぶ

宣
●BAR物語／川畑　弘
●介護破産／結城康博
●世界の郷土菓子／林　周作

ほか336冊

中の居場所づくりを行います。
と　き　７月21日（金）～８月31日（木）
　　　　午前８時～午後７時
※日曜日、祝日、８月５日（土）、
　14日（月）～16日（水）は除く
ところ
　青少年研修センター２階和室
対象者　市内に在住する小学生
定　員　30人程度
※ 申込者多数の場合は、申込書を

審査の上、抽選を行います。
料　金　29,000円（定額）
※ そのほか、保険料や行事費用な

どの実費が必要になります。
申込期限　６月15日（木）必着
申�込方法　健康福祉部子ども総合

センター子ども家庭室へ、必要
書類を添えて申込書を提出して
ください。

※ 申込書は子ども家庭室にありま
す。また、市ホームページからも
ダウンロードできます。
※�募集内容について詳しくは、市

ホームページをご覧いただく
か、子ども家庭室へお問い合わ
せください。

ターが回ることを体験できます。
と　き
　９月２日（土）または３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
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
申込期限　７月24日（月）午後５時
申�込方法　鈴鹿工業高等専門学

校ホームページ（公開講座・大会
［ひらめき☆ときめきサイエン
ス］の申込ページ）から、お申し
込みください。

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

募　集
長期休暇子どもの居場所事業

利用者を募集します
健康福祉部子ども総合センター
子ども家庭室（☎84－3315）

　保護者が就労などの理由によ
り、見守ることができない小学生
のお子さんを対象に、夏休み期間

介護予防教室
～認知症予防について～
（福）安全福祉会（☎83－1294）
と�　き　６月８日（木）、13日（火）、

22日（木）、29日（木）
※いずれも午後１時30分～３時
ところ　特別養護老人ホーム
　　　　安全の里（住山町590－1）
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
※１回からでも参加できます。
持ち物など　上履き、動きやすい服装
申�込方法　各開催日までに、（福）

安全福祉会へ電話でお申し込み
ください。

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

説明会を開催します
　登録は随時募集していますが、
次の日程で説明会を開催します。
　この機会に、まだ登録していな
い団体や登録していても利用方法
を再確認したい団体など、ぜひご
参加ください。
と　き

▽６月26日（月）午後６時～

▽６月28日（水）午後２時～
※いずれも１時間程度
と�ころ　市民協働センター「みら

い」１階多目的ホール

のカテゴリーに分類され、子育て
支援団体や陶芸団体など各団体の
詳細や写真も掲載しています。
　登録ができるのは、市内で活動
している団体です。

亀山市民ネット登録団体の募集
市民文化部文化振興局

共生社会推進室（☎84－5066）
　「亀山市民ネット」は、市民協働
センター「みらい」ホームページ

（URL http://www.shimin-kyodo.
sakura.ne.jp/shiminet/）で市民活
動団体の紹介ページを掲載するこ
とで、広く市民の皆さんに活動内
容を知ってもらい、その活動の幅
を広げるために登録していただく
ものです。
　保健医療、福祉、社会教育など14

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29年３月21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、
小野町、白木町、住山町、太岡寺町、布気町、南野町、関ケ丘、関町（金場、新所、越川、福徳、久我、会下、
古厩、萩原）、加太（向井、市場、神武、板屋、中在家、北在家、梶ケ坂）の一部の地域が新たに指定されました。

※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。

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。

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。

警
戒
区
域
で
は

特
別
警
戒
区
域
で
は
さ
ら
に

特定開発行為に対する許可制限
　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。

建築物の構造規制
　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。

建築物の移転等の勧告
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▽パソコン操作（入力）ができる人
任�用期間　７月21日～平成30年

３月31日
勤�務日数　週５日（原則として土・

日曜日、祝日は休み）
勤務場所　あいあい
賃　金　時間給1,250円
通�勤手当　通勤距離区分に応じて

支給
社�会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険
募集期限　６月16日（金）
応�募方法　健康福祉部長寿健康づ

くり室へ電話連絡の上、履歴書
を持参してください。

通�勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
社�会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険、労災保険
募集期限　６月15日（木）必着
選考方法　書類選考、面接
応�募方法　教育委員会教育総務室
（〒519－0195　 本 丸 町577）へ
履歴書を持参または郵送して
ください。

非常勤職員の募集
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

募集人数　１人
業�務内容　健康相談・指導、母子保

健教室や訪問の実施、データ入
力など
応募資格　次のすべてに該当する人

▽保健師の資格を有する人

▽  普通自動車運転免許があり、自
ら運転して訪問などができる人

サマーキャンプ参加者募集！
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

　年齢の異なる人たちと一緒にさ
まざまな体験活動を通して、楽し
みながらも規律正しい生活習慣を
育みませんか。
と　き
　 ８月22日（火）午前９時30分～

25日（金）正午（３泊４日）
ところ　鈴鹿峠自然の家
対象者　小学４年生～６年生
募集人数　30人程度
※申込者多数の場合は抽選
参加費　4,500円
申込期間
　６月26日（月）～７月７日（金）
申�込方法　教育委員会生涯学習室

へ電話または直接お申し込みく
ださい。
主�　催　
　亀山市青少年育成市民会議

教育委員会 非常勤職員
（給食調理員）の募集
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

募集人数　若干人
業務内容　学校給食の調理
任�用期間　任用の日～平成30年

３月31日
勤�務時間　午前８時15分～午後

４時15分（７時間）
勤務日数　年間210日以内
※ 原則として土・日曜日、祝日は

休み
勤�務場所　市内小学校または関

学校給食センター
賃　金　時間給830円

自宅などでゆったりと読書を楽しみませんか？
　梅雨の季節、図書館でたくさん
の本を借りて、自宅などでゆった
りと読書を楽しみませんか？
　図書館では、市内に在住・在学・
在勤する人であれば、どなたでも
図書貸出券をつくり、本７冊・雑
誌２冊を２週間借りられます。

市立図書館（☎82－0542）　関図書室（☎96－1036）

おはなしの会
６月３日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
６月７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14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、23日（金）
●関図書室…毎週月曜日、23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　どんどん山の大いのしし様　（片岡きみ子）
６月16日～30日　命のともしび　（服田弘子）

５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
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面　接
と　き　７月16日（日）
　　　　午前９時30分～
ところ　歴史博物館
持ち物　筆記用具
URL http://kameyamarekihaku.jp

（火曜日は休館、12日～16日、19
日～23日は臨時休館）
応募方法　歴史博物館（〒519－

0151　若山町7－30）へ履歴書と
レポートを持参または郵送し
てください。また、専門的な実績
のある人は、記載したものを１
部提出してください。

※ レポートは、歴史博物館ホーム
ページを確認し、自分の専門知
識を活かして、歴史博物館にど
のように資することができるか
をまとめてください（2,000字程
度、書式は任意）。

歴史博物館 非常勤職員
（学芸員）の募集
歴史博物館（℡83－3000）

職　種　学芸員（民俗分野）
募集人数　１人
業務内容　亀山市域の民俗分野に

関する専門的な調査、レファレ
ンス対応、展示、講座、学習支援
など
応募資格　大学で民俗分野を専

攻し学芸員の資格を有する人
で、亀山市域の民俗に興味があ
る人

※ 普通自動車運転免許（AT限定
可）が必要
任用期間　８月１日～平成30年３

月31日
勤務時間　原則として午前８時30

分～午後５時15分
勤務日数　月平均20日以内（土・日

曜日、祝日の勤務を含む）
※ 火曜日は休日、そのほかの週休

日は応相談
勤務場所　歴史博物館
賃　金　時間給1,100円（予定）
社会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険
募集期間　６月１日（木）～30日（金）

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

　４月28日、亀山ライオンズクラブ
から市（亀山里山公園「みちくさ」）
に、木製ベンチを寄贈していただき
ました。
　これらは、来園者の「憩いの場」や

「交流の場」のよりどころとして活
用させていただきます。
　皆さんも、亀山里山公園「みちく
さ」にお越しの際は、木製ベンチに
腰を掛け、周囲に広がる自然豊かな
景観をお楽しみください。

寄贈していただきました

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 6月の催し　　歴史博物館（☎83－3000）

＜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日曜日は（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、12日（月）～16日（金）（展示撤収
のため）、19日（月）～23日（金）（資料くん蒸のため）

URL http://kameyamarekihaku.jp

＜企画展示室＞
第28回企画展
「関萬古　～近代産業をめぐる人々～」
と　き　６月11日（日）まで
内　容　明治期の関町では、関萬古の製造販売が

会社経営による新たな産業として起こりました。
　この展示では、昭和20年までには製産が終了
した関萬古とその産業にかかわった人々の歴史
を紹介します。
企画展示観覧料　無料
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第３回
と　き　８月27日（日）
申込期限　８月17日（木）
※申込期限は各期限日の午後５時
共通事項
ところ　三重県農業大学校
　（松阪市嬉野川北町530）
試験時間
　午前９時30分～午後５時
免許の種類
▽第１回…網猟、わな猟、第１種銃

猟、第２種銃猟
▽第２回、第３回…わな猟、第１種

銃猟、第２種銃猟
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）にも備え付けてい
ます。

亀山市ホームページ
バナー広告の募集
企画総務部広報秘書室
（☎84－5021）

　市では、市の新たな財源の確保
や地域経済の活性化の推進などを
図るため、民間企業などのバナー
広告を募集しています。バナー広
告の掲載場所は、亀山市ホーム
ページ（トップページ）内です。
広告の規格

▽ 大きさ…縦60ピクセル×横120
ピクセル

▽ 形式…GIF（アニメ・透過GIFは
不可）、JPEGまたはPNG

▽データ容量…６KB以下
※掲載方法や掲載基準など詳しく

は、市ホームページでご確認く
ださい。

狩猟免許試験
県四日市農林事務所森林・林業室
（☎059－352－0655）

第１回
と　き　７月８日（土）
申込期限　６月29日（木）
第２回
と　き　８月８日（火）
申込期限　７月31日（月）

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）
　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29日（土）、30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
　　　　（野村四丁目1－23）
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
　７月３日（月）～７日（金）

▽そのほかの人
　７月10日（月）～14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
込書（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。

※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。

６月２日（金）～８日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「６月は環境月間です」
●エンドコーナー「和田保育園①」
６月９日（金）～15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」
●エンドコーナー「和田保育園②」

試　験

※（　）内は前年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成29年交通事故発生状況
（4月末時点・亀山署管内）

42件（＋５） 0人（±０） 56人（＋７） 459件（＋21）

亀山警察署（☎82－0110）

梅雨（雨天）における交通事故防止について
　雨の日は、視界が悪くなる上、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。
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③ ８月７日（月）午前10時～午後０時
30分…発達障害児の支援の手立て

　（言語聴覚士　新谷麻衣さん）
共通事項
定　員　座談会…20人
　　　　ランチトーク…各10人
参加費　各回1000円（会員は750円）
　　　　（昼食・飲み物代含む）
※③のみ託児あり（1人500円）
※ 開催内容など詳しくは、ホーム

ページでご確認ください。
URL http://pokkapokawebsite.
　　web.fc2.com/
申�込先　ぽっかぽかの会（浜野　

☎・FAX［共通］83－4956、☎83－
3105［午前９時～午後３時］）

　  y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

亀山ジュニアソフトテニスクラブ
部員を募集しています

　一緒にソフトテニスを楽しみま
せんか？ラケットは、お貸ししま
す。少しでも興味のある人は、お気
軽にお問い合わせください。
と　き　毎週土曜日
　午前９時30分～11時30分
ところ　西野公園テニスコート
※コートが取れない場合は休み
対象者　市内に在住する小学生
申�込先　三重県ソフトテニス連盟

亀山支部（木崎　☎090－5602－
7828、森川　☎090－7684－1034）

介護アロマ入門ボランティア講座
参加者募集

　「介護する人、される人の心と体
に潤いを」を基本に、潤いのある心
地よい介護にするための方法を、ア
ロマクラフト作りや実技を通して
お伝えします。アロマセラピーの知
識がなくても参加いただけます。
※ 介護施設などでボランティアを

されたい人は４回以上参加して
ください。
と　き　６月～10月の第３火曜日
　　　　午前10時～正午（全５回）

ところ　青少年研修センター
講�　師　JAA認定　介護アロマ

セラピスト　宮口くに代
教材費　2,800円（１回につき）
申�込先　介護アロマ三重サークル
（宮口　☎090－8866－1517）

大人のための英会話入門・
韓国語入門講座

　英会話は中学１年生レベルの文
章を中心に、韓国語はハングルの
読み書きを中心に、外国人講師と
楽しく学習します。
と�　き　７月５日（水）から毎週水

曜日（全８回）

▽英会話…午後６時～７時

▽  韓国語…午後７時30分～８時30分
ところ　市文化会館
受講料　各6,000円（全８回分）
※教材費として別途2,000円が必要
申込・問合先　国際文化交流協会
　（前田　☎090－5241－1694）

青少年国際交流キャンプ
参加者募集

　富士山麓の自然豊かなキャンプ
場で、全国から集まる青少年（日本
人・外国人）が、キャンプ生活や富
士登山などの野外活動を通して友
情を深め、「仲間づくり」「チャレン
ジ」の大切さや友達と協力し助け
合う楽しさなどを学びます。
と　き　８月１日（火）～５日（土）
　　　　（４泊５日）
と�ころ　
　静岡県立朝霧野外活動センター
対象者　小学３年生～中学３年生
内�　容　富士登山、テント生活体

験、野外炊飯体験、キャンプファ
イヤー、ワイドゲームなど
申込期限　７月５日（水）
※ 参加費、活動内容など詳しくは、

ホームページをご覧ください。
URL http://www.kskk.or.jp
申込・問合先　（公財）国際青少年
　研修協会（☎03－6417－9721）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

関宿囲碁大会 参加者募集

　関地区に限らず、広く参加者を
募集します。５局以上の対戦で表
彰対象とします。
と　き　７月１日（土）
　午前８時50分～午後４時30分
ところ　老人福祉関センター
　　　　（関小学校南側）
募集人数　40人（先着順）
※椅子席もあります。
参加費　1,100円（昼食付き）
※当日会場でお支払いください。
申込期限　６月23日（金）
申込先　関宿囲碁大会実行委員会
　（川合　☎090－8458－2722）

座談会＆ランチトーク
　障がい者も働く喫茶室「ぽっカ
フェ」をあいあい１階で営業して
いる「ぽっかぽかの会」。あいあい
で開催する座談会とランチトーク
の参加者を募集します。
座談会
とき・内容（アドバイザー）
① ６月26日（月）午前10時～午後１

時…亀山市の特別支援教育・亀
山市版サポートブック「にじい
ろのーと」の使い方（子ども支援
室職員）
ランチトーク
とき・内容（アドバイザー）
① ６月12日（月）午前10時～午後０

時30分…障がい児者の支援・就
労に向け家庭でつけておく力

（障害者総合相談支援センター
「あい」職員）

② ７月10日（月）午前10時～午後０
時30分…特別支援学校 聖母の　
家学園ってどんな学校？（聖母の
家学園教育コーディネーター）
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