
暮らしの情報

定　員　10組20人
※応募者多数の場合は抽選
申込期間
　６月20日（火）～７月12日（水）
申�込方法　往復はがきに次の事項
を記入の上、南部浄化センター
へ送付してください。

▽ �往信表面…〒510－0103　四日
市市楠町北五味塚1085－18　
南部浄化センター「親子探検ツ
アー」係

▽ �往信裏面…住所、児童と保護者
の氏名（ふりがな付き）、電話番
号、児童の通学校名

▽返信表面…郵便番号、住所、氏名

夏休み工作教室
亀山児童センター（☎82－9460）
　みえこどもの城・移動児童館に
よる夏休み工作教室を開催します。
と　き　７月26日（水）
　　　　午前10時30分～正午
ところ　亀山児童センター２階
内　容　かげ絵
対象者　小学生
※小学１・２年生は保護者同伴
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間
　６月20日（火）～７月２日（日）
申�込方法　亀山児童センター（月
曜日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

クス三重事業所駐車場、住友電
装（株）亀山事業所駐車場
※�できるかぎり乗り合わせでの来
場にご協力ください。
そ�の他　大会当日の午前７時に市
内全域のサイレンを吹鳴します。
火災と間違えないようご注意く
ださい。

夏休み特別企画！
南部浄化センター・親子探検ツアー
建設部上下水道局下水道室

（☎97－0627）
　下水道について親子で学んでみ
ませんか。
と　き　７月26日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
と�ころ　（公財）三重県下水道公社
南部浄化センター（四日市市楠町
北五味塚1085－18）
対�象者　市内に在住する小学４年
生～６年生の児童（小学生の弟、
妹の参加も可）と保護者（祖父母
を含む成人の親族）
参加費　無料

小・中学校教科書展示会
教育委員会教育研究室
（☎84－5080）

　北勢第三地区教科用図書採択協
議会では、平成30年度用小学校道
徳教科書の採択を行います。教科
書採択に皆さんのご意見を反映さ
せるため、展示会を開催します。ぜ
ひご覧いただき、ご意見をお寄せ
ください。
　また、市内の小・中学校用教科書
も展示しています。
と　き
　６月16日（金）～７月２日（日）
　午前９時～午後７時
※火曜日と６月23日（金）は除く
※土・日曜日は午後５時まで
ところ　市立図書館

第13回亀山市消防操法大会
市消防本部消防総務室（☎82－9491）
　地域の安心・安全を支える消防
団員が、日ごろの訓練の成果を競
い合います。
と　き　７月２日（日）
　　　　午前８時30分～正午
※雨天時は７月16日（日）に延期
ところ　亀山消防署北東分署
　　　　（長明寺町842－1）
駐�車場　パナック（株）亀山工場　
駐車場、（株）ホンダロジスティ

年金だより 保険料免除・納付猶予制度

市民文化部保険年金室（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

　国民年金保険料（月額16,490円［平成29
年度］）を納めることが経済的に困難な場
合、保険料が免除または納付が猶予される
「保険料免除・納付猶予制度」があります。

▽本人や世帯主などの所得審査があります。

▽納付猶予制度は、平成28年７月から対象
者が50歳未満に拡大されました（以前は
30歳未満）。

保険料免除・納付猶予が申請できる期間
過去期間　保険料の納付期限から２年を経過していない期間
　　　　　（申請時点から２年１カ月前までの期間）
未来期間　７月～翌年６月（承認の審査は年度単位で行います）
※平成29年度分（平成29年７月分～平成30年６月分）の申請は、
７月から受付を開始します。
※引き続き保険料免除・納付猶予の承認を
　希望する場合は、再申請が必要です。

※詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。 　 http://www.nenkin.go.jp/URL
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

対�象者　生後６カ月から就学前ま
でのお子さんとその保護者
定　員　各日５人（先着順）
申�込方法　（公社）亀山市シルバー
人材センターへ電話または直接
お申し込みください。

リフレッシュセミナー
スポーツ吹矢

亀山市レクリエーション協会事
務局（小林　☎090－8422－4909、
FAX82－5285）
と　き　７月15日（土）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　亀山東小学校体育館
参加費　300円（傷害保険料含む）
※当日会場でお支払いください。
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込期限　７月９日（日）
申�込方法　住所、氏名、年齢、電話
番号を明記の上、亀山市レクリ
エーション協会事務局へファ
クスまたは郵送（〒519－0121
江ケ室一丁目1－19　小林�茂）
でお申し込みください。

▽ �往信裏面…児童の氏名（ふりが
な付き）・学年、保護者の氏名・住
所・電話番号

▽返信表面…郵便番号、住所、氏名
※１組につき１枚の応募に限る

託児ルーム「ひよこ」を無料開放
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎82－8512）
　託児ルーム「ひよこ」では、生後
６カ月から就学前までのお子さ
んをお預かりしています。託児　
ルーム「ひよこ」ってどんなとこ
ろ？どんな人がいるの？など、保
護者の疑問にお答えする機会とし
て、無料開放日を設けています。
　当日は保護者の付き添いは要り
ません。経験豊かなシルバー会員
が大切にお預かりします。
　ご自身の時間をつくる機会とし
て、ぜひご利用ください。
無�料開放日　６月21日（水）、７月
27日（木）、８月24日（木）、９月28
日（木）、10月26日（木）
※いずれも午前10時～正午

夏休み自由研究
～ようこそ！裁判所へ～
津地方裁判所事務局総務課
庶務係（☎059－226－4171）

　高学年の小学生を対象に、裁判
員裁判について理解を深めてもら
うため、広報行事を企画しました。
と　き　７月28日（金）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　津地方裁判所
　　　　（津市中央3－1）
内　容　裁判員裁判○×クイズ
　　　　模擬裁判員裁判
　　　　裁判官への質問コーナー
定�　員　小学５・６年生とその保
護者20組
※応募者多数の場合は抽選
※保護者は小学生１人につき１人
申込期限　７月７日（金）必着
申�込方法　往復はがきに次の事項
を記入の上、送付してください。

▽ �往信表面…〒514－8526　津市
中央3－1　津地方裁判所事務局
総務課庶務係「夏休み自由研究～
ようこそ！裁判所へ～」参加希望

退院は決まったけれど不安が…
 自宅で転倒し、右足を骨折したＡさん（70歳代
男性、妻と２人暮らし）。救急車で運ばれ、入院
することに。手術は成功しましたが、ベッドでの
療養が続き、筋力が落ちてしまいました。リハビ
リ治療も一段落し、退院が
決まったことは喜んでいる
のですが、今までどおりの
生活ができるか不安で、妻
が地域包括支援センター
に来所しました。

それぞれの状況に対応した提案を実施
　妻からＡさんの様子をお聞きすると、特に立ち
上がった時のふらつきに不安があるとのことでし
た。そこで、トイレなどにつける手すりを介護保険
サービスで設置できることや退院後のリハビリが
継続できるサービスがあることを伝え、要介護認
定の申請を提案しました。
※地域包括支援センターでは、介護

保険などのサービスを活用し、本人
ができるかぎり自立した生活が送
れるように支援します。

地域包括支援センターだより Vol.2
亀山地域包括支援センター「きずな」（あいあい　☎83－3575）問合先

Q
A

日常生活のなかで、不安なこと、
相談したいことはありませんか？

そんなときは、地域包括支援センター
へご相談を！必要な情報やサービスの
提供、関係機関の紹介などを行います。

過去にはこんな相談事例もありました
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※�障がいの等級の変更などにより
交付要件に該当しなくなった場
合は、健康福祉部地域福祉室へ利
用証を必ず返却してください。

集団検診（乳がん検診）
２次募集のお知らせ
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

　集団検診（乳がん検診）の２次募
集を行います。
申込開始日
　６月28日（水）午前８時30分～
申�込方法　健康福祉部長寿健康づ
くり室へ電話または直接お申し
込みください。
※定員になり次第締め切ります。

水泳記録会
と　き　一般公開中いつでも
対象者　小学生以上で50mを泳げる人
参加費　無料
無料開放デー
と　き　７月17日（祝）

▽午前９時～午後０時30分
▽午後１時～５時30分

おもいやり駐車場利用証制度
利用証の更新について
健康福祉部地域福祉室
（☎84－3313）

　平成29年７月から、身体障がい
者、知的障がい者、精神障がい者、
要介護高齢者等および難病の人の
「おもいやり駐車場利用証」の有効
期限が廃止されます。
　平成29年６月以前に利用証の
交付を受けた人は、更新手続きを
行っていただくことで、利用証の
交付要件に該当しなくなるまで使
用できます。有効期限の３カ月前
から手続きができますので、利用
証を持参の上、お手続きください。

西野公園プール一般公開
西野公園体育館（☎82－1144）

　西野公園プールを７月１日（土）
から８月31日（木）まで一般公開し
ます。
開放時間・利用料金

▽午前９時～午後０時30分
　小・中学生…50円
　高校生、一般…100円

▽午後１時～５時30分
　小・中学生…100円
　高校生、一般…210円
※�悪天候や水温が低く水泳に適さ
ない日などは、予告なく公開を
中止する場合があります。

暮らしの情報

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受付期間が終了します
支給対象者はお早めの申請手続きをお願いします。
支給対象者　基準日（平成28年１月１日時点）に亀山市に住民登録があり、
　　　　　　平成28年度分の市県民税が課税されていない人
※「課税されている人に扶養されている人」、「生活保護の受給者」などは対象外です。
※亀山市以外に住民登録をしている人は、各市区町村の臨時福祉給付金担当へ
　お問い合わせください。
支給額　１人につき15,000円
申請受付期間　窓口での申請受付…６月30日（金）まで
　　　　　　　郵送での申請受付…７月１日（土）まで（当日消印有効）
申請場所　あいあい、関支所、加太出張所
　　　　　（土・日曜日を除く午前８時30分～午後５時15分）
※上記の申請場所へ申請書を持参、または申請書に同封の返信用封筒で郵送してください。
提出書類　・申請書（必要事項を記入の上、押印したもの）
　　　　　・�本人確認書類のコピー（運転免許証、旅券［パスポート］、健康保険証などのいずれかで、有効期限

内のものに限る。外国人は有効期限まで１カ月以上ある在留カードが必要）
　　　　　・受取口座の金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

【申請方法に関すること】臨時福祉給付金支給プロジェクト・チーム（☎96－9029）
【制度に関すること】厚生労働省�臨時福祉給付金に関する専用ダイヤル（☎0570－037－192）

問合先

厚生労働省
給付金キャラクター
「カクニンジャ」
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

６月は環境月間です
　毎年６月は「環境月間」として、環境保全の取り組みに
力を入れていることをご存じですか？
　国では、環境保全についての関心と理解を深めるとと
もに、積極的に環境保全に関する活動を行う意欲を高め
るために、６月５日を「環境の日」と定めており、これに基
づき毎年６月は広く啓発活動を行っています。
　なぜ、６月５日が「環境の日」なのかというと、1972年６
月５日からストックホルムで開催された「国連人間環境会
議」を記念して定められたもので、国連では日本の提案を
受けて６月５日を「世界環境デー」と定めています。
　市では、環境保全活動の取り組みの一環として、クール
ビズや緑のカーテン活動の推進、市域の環境状況が良好
に保たれているかどうかの調査などを実施しています。
　皆さんも、この６月に今一度、普段の生活を見つめ直
し、地球にやさしい生活を送ってみませんか？

環境産業部環境保全室（☎96－8095）問合先

　この機会に、男女のパートナー
シップについて考えてみませんか。

はかりの定期検査
県計量検定所（☎059－223－5071）、
環境産業部商工業振興室（☎84－
5049）
　取引や証明用に使用するはかり
（特定計量器）は、２年に１度、検査
を受ける必要があります。県計量
検定所では次のとおり定期検査を
実施しますので、忘れずに受検し
てください。
とき・ところ　

▽ �７月13日（木）�午前10時～午後
２時…亀山市役所職員会館

▽ �７月14日（金）�午前10時～午後
２時…関文化交流センター
　駐車場

置かないなど、ご協力をお願い
します。
※�メーターの取替作業後は一時的
に濁りや空気などが出る場合が
ありますのでご注意ください。

６月23日（金）～29日（木）は
「男女共同参画週間」です

市民文化部文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）
　男性と女性が、職場、学校、地域、
家庭で、それぞれの個性と能力を
発揮できる男女共同参画社会を実
現するためには、一人ひとりの意
識や取り組みが必要です。
　国が発表した平成29年度「男女
共同参画週間」のキャッチフ　
レーズは、『男で○

まる

、女で○
まる

、共同作
業で◎

にじゅうまる

。』です。

水道メーターの取り替え
建設部上下水道局上水道室

（☎97－0621）
　市では、市指定給水装置工事事
業者に委託して、検定有効期間の
満了が近い水道メーターの取り替
えを行っています。平成29年度に取
替対象となる家庭には「使用水量
のお知らせ」にメーター取替対象
と印字しますのでご確認ください。
※�取り替えは６月から平成30年３
月まで順次予定しています。
直近の取替期間
　６月21日（水）～29日（木）
※�メーターの使用期限は蓋

ふた

の内側
で確認でき、約１年前から取替
対象になります。
※�不在時でも取り替える場合があ
ります。メーターの周りに物を

環境
コラム

CO2削減／ライトダウンキャンペーン
６月21日（水）～７月７日（金）

　環境省では、地球温暖化防止のため、ライト
アップ施設や家庭の照明を消していただくよう
呼び掛けるキャンペーンを実施します。
　また、６月21日（夏至の日）と７月７日（クー
ルアース・デー）両日の午後８時～10時の２
時間を特別実施日として設定し、全国のライト
アップ施設や各家庭の照明の一斉消灯を呼び
掛けます。
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はつらつ教室
～安心・長生き生活を
支える権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

月月77

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　7月3日（月）～7日（金） 個人使用デー　7月10日（月）～14日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出し
　は行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐ時は保護者
　の付き添いが必要です。

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー、

ニュースポーツ、
バレーボール

卓球、ニュースポー
ツ、バドミントン

火 バドミントン
ソフトバレー

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

午前   9:00 ～ 12:30（12:00）
午後 13:00 ～ 17:30（17:00）
夜間 18:00 ～ 21:30

一般 100 円（200 円）
中学生以下   50 円（無料）

　個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日
は、専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設
へお問い合わせください。

スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下は除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　室内用トレーニング
シューズ、タオル、動きやすい　
服装
申込開始日　６月16日（金）
申�込方法　健康福祉部長寿健康づ
くり室へ電話または直接お申し
込みください。
そ�の他　中学生以下の子ども同伴
での利用はできません。

▽ �各家庭に訪問する工事作業者は
『テレビ受信障害対策員証』を必
ず携行しています。

▽ �対策作業や回復作業にかかる費
用を請求することは絶対にあり
ません。
※�不審な場合があれば、（一社）
700MHz利用推進協会（テレビ
受信障害対策コールセンター）
へお問い合わせください。

あいあいトレーニング室
利用説明会

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

と　き

▽７月５日（水）�午後２時～３時

▽７月28日（金）�午前11時～正午
と�ころ　あいあい１階トレーニン
グ室

テレビ視聴に関する
重要なお知らせ

（一社）700M
メガヘ ル ツ

Hz利用推進協会
（テレビ受信障害対策コールセンター

0120－700－012�または☎050－
3786－0700［午前９時～午後10時］）
　６月22日（木）（予定）から、亀山
市の一部地域で、携帯電話事業者
による新しい電波（700MHz帯）の
利用が開始されます。
　新しい電波の利用に伴い、テレ
ビ映像が乱れるなど影響が出るお
それのある家庭には、事前に工事
作業者が訪問し対策作業を行いま
す。また、新しい電波が原因でテレ
ビ映像に影響が出た場合は回復作
業を行います。
注意事項

▽ �ケーブルテレビ、光ファイバー
でテレビを視聴の場合は、新し
い電波の利用による影響はあり
ません。

暮らしの情報
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板屋いきいき教室
～認知症を予防しよう～
華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

と　き　７月18日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内�　容　認知症予防の体操とレク
リエーション
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装

関いきいき教室
～介護予防に関する講話や
体操、レクリエーションなど～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
と�　き　７月の毎週火曜日（７月
４日、11日、18日、25日）
※いずれも午前10時～11時30分
ところ　健康づくり関センター
内�　容　前半は介護予防体操、後
半は週ごとに講話やレクリエ－
ションなど、さまざまな内容を
取り入れます。
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物など
　タオル、動きやすい服装

天神・和賀ニコニコ教室
～筋力アップ体操～
亀
き じ ゅ え ん

寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

と　き　７月４日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と�ころ　天神・和賀地区コミュニ
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

と　き　６月25日（日）
　　　　午前９時30分～正午
　　　　（雨天中止）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参�加費　500円（貸出ポール代・
　スポーツ保険料含む）
※ポールを持参できる人は300円
持�ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装、歩きやすい靴
申込開始日　６月16日（金）
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）

　クロールまたは平泳ぎを基礎か
ら学び、12.5m ～25m泳ぐことを
目指します。水泳を始めたい人な
ど、ぜひご参加ください。
と　き　７月３日（月）～７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2,000円
スポーツ保険料　各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16日（金）
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。

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

　トレーニング室で、簡単にでき
る運動のミニ講座を行います。
　下半身には大きい筋肉が多くあ
り、鍛えることで基礎代謝の向上
につながります。夏に向けてやせ
やすい体を目指しましょう。
と　き

▽７月21日（金）�午前10時30分～
　…下半身集中教室①

▽７月26日（水）�午後２時30分～
　…下半身集中教室②
※各回20分程度
と�ころ　あいあい１階トレーニン
グ室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下は除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　室内用トレーニング
シューズ、タオル、動きやすい　
服装
そ�の他　中学生以下の子ども同伴
での利用はできません。
６月講座の日程変更のお知らせ
　６月開催のミニ運動講座の日程
が次のとおり変更となりました。
とき（変更後）
　６月30日（金）�午前10時30分～
※変更前は６月28日（水）
内　容　ボールで体操②（20分程度）
※�開催時間、開催場所（あいあい）、
内容の変更はありません。
※申し込みは不要です。

ノルディックウォーキング体験会
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　ノルディックウォーキング用の
ポールを使い、ストレッチから基
本の歩き方までの体験会を開催し
ます。

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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そ�の他　月１回の定期教室（毎月
第４水曜日�午前10時～［会費が
別途必要］）の参加者も募集して
います。詳しくは、体験会当日に
ご説明します。

募　集
海と森

も り

林を結ぶ交流事業
参加者を募集します
環境産業部森林林業室
（☎84－5068）

　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同
組合では、お互いに海と森林の現
状を把握し、環境保全の大切さに
ついて理解を深めるための交流を
行っています。
　今回は、海の環境美化活動（海岸
清掃ボランティア）を行います。
と　き　７月８日（土）
　　　　午前10時～午後２時
　　　　（小雨決行）
と�ころ　白子港鼓ヶ浦海岸、鈴鹿
市漁業協同組合事務所など
内�　容　海岸清掃、海の生きもの
教室、魚つかみどり体験
※�天候により内容を変更する場合
があります。
募集人数　10人
※�応募者多数の場合は抽選となり
ますが、過去に参加した人はご
遠慮いただく場合があります。
※小学生以下は保護者同伴
参加費　無料
※昼食は主催者側で用意します。
申込期限　６月30日（金）
申�込方法　環境産業部森林林業室
へ電話または直接お申し込みく
ださい。

しだけお子さんから離れて自分の
時間を楽しみませんか？かわいい
カゴバッグを一緒に作りましょう。
と　き
　７月19日（水）または27日（木）
※いずれも午前10時～正午
※両日とも参加することも可
と�ころ　市民協働センター「みら
い」第１会議室
※�託児場所は亀山市シルバー人材
センター託児ルーム「ひよこ」
対�象者　生後６カ月から就学前ま
でのお子さんの保護者や祖父母
参加費　材料費として800円
託児料　無料
持�ち物　洗濯バサミ、重り（文鎮な
ど）、はさみ、メジャー、鉛筆、作
品を持って帰る袋など
申込期限　６月30日（金）
申�込方法　（公社）亀山市シルバー
人材センターへ電話または直接
お申し込みください。

ノルディックウォーキング体験会
ENJOYスポーツかめ亀クラブ
（宮坂　☎090－9121－9409）
　関節に負荷をかけず全身の90
パーセントの筋肉を使うノル
ディックウォーキングを体験して
みませんか。公園の四季を感じなが
ら、一緒にウォーキングしましょう。
と　き　６月28日（水）
　　　　午前10時～
※受付は午前９時30分～
ところ　亀山サンシャインパーク
※�集合場所は亀山サンシャイン
パーク北駐車場
対象者　市内に在住する人
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申�込方法　市民文化部文化振興
局文化スポーツ室へ、住所、氏名、
年齢、電話番号を明記してファ
クス（FAX82－9955）で、または
電話（℡84－5079）でお申し込み
ください。
※体験会当日の申し込みも可

大人の健康塾
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　７月４日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と�ころ　川崎地区コミュニティセ
ンター
講　師　四日市福祉専門学校
　　　　小関由佳さん
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、室内用シューズ

亀山学校
～正しい薬との付き合い方～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　７月13日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　鈴鹿亀山薬剤師会�会営
　　　　鈴鹿センター薬局
　　　　田中亜子さん
対�象者　医療・介護・福祉や介護予
防などに関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

ママとバァバのための
カゴバッグ教室

（公社）亀山市シルバー人材センター
（☎82－8512）

　家事や育児と忙しい毎日を送っ
ているお母さん、お孫さんの面倒
を見ているおばあちゃんなど、少

暮らしの情報
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共生共生 市民文化部文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 国際化男女共同参画

魚の絵から「人権」を考える～
　突然ですが、下の空白に「魚」の絵を描いてみてください。

　どんな絵が描けましたか。魚を上から見た絵や、魚の口が右側に
ある絵を描いたかもしれませんが、多くの人は下の絵のように、魚を横
から見て、口が左側にある絵を描いたのではないでしょうか。
　これは、チラシや図鑑などに載っている魚、小売店で陳列されてい
る魚などの多くが左側に口がある構図となっていて、それらを日々の
生活のなかで何気に繰り返し見てきたことにより、知らず知らずのうち
に、私たちの頭の中に“固定観念”を作り上げてしまったからだと言わ
れています。このように、同じことを何度も繰り返し見たり聞いたりす
ることにより、自覚のないまま人の意識の中に固定観念が植え付けら
れることがあります。それが、偏った見方（偏見）をすることにつなが
る可能性があります。

　皆さんは、「○○人（特定の国籍の人の総称）はこわい」とか、「○○
地区に住んでいる人はこわい」などと聞いたことはありませんか。一度
聞いただけなら忘れてしまうかもしれませんが、何度も同じことを聞く
と、何も根拠がなくてもそのような偏見を持ってしまい、他人に吹聴して
しまったり、人を傷つけ差別してしまったりする可能性があります。
　このようなことにならないために、皆さんも進んで人権に関する講座
などに参加していただき、正しい知識を習得し、人権への理解を深めま
しょう。

講習を実施します。
と　き　７月15日（土）、16日（日）
※いずれも午前９時～午後６時
ところ　亀山建労会館２階
　　　　（栄町1488－69）
対�象者　満18歳以上で、木造建築
物の構造部材の組立てまたはこ
れに伴う屋根下地もしくは外壁
下地の取付けの作業に３年以上
従事した経験を有する人
定　員　30人（先着順）
受講料　7,500円
　（２日間、テキスト代含む）
申込期限　６月30日（金）
申�込方法　三重県建設労働組合亀
山支部へ電話または直接お申し
込みください。

御幸町39－8）、亀山市観光協会（関
町新所664－2）、市民文化部関支所
観光振興室にあります。

木造建築物の組立て等
作業主任者講習

三重県建設労働組合亀山支部
（☎83－2500）

　労働安全衛生法第14条に基づく
木造建築物の組立て等作業主任者

亀山市関宿納涼花火大会で
メッセージ花火を

打ち上げてみませんか？
亀山商工会議所

（☎82－1331、FAX82－8987）
　亀山市関宿納涼花火大会（８月
19日（土）開催予定）で、今年も花火
の打ち上げと同時にメッセージを
放送する「メッセージ花火」を行い
ます。一生の思い出に残る花火を
打ち上げてみませんか？
打上金額　10,000円～30,000円
申込期限　７月21日（金）
申�込方法　申込書に必要事項を記
入の上、亀山商工会議所へファ
クスまたは直接お申し込みくだ
さい。
※申込書は、亀山商工会議所（東　

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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亀山市シルバー人材センター
高齢者のための技能講習
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎82－8512）
　地域の高齢者で亀山市シルバー
人材センターでの就業をめざす人
を支援するために、就業に必要な
知識・技能を身につけてもらう技
能講習を実施します。
と　き　７月25日（火）、26日（水）
ところ　青少年研修センター
内　容　接遇・マナー
対象者
　市内に在住する60歳以上の人
受講料　無料
申込期限　６月23日（金）
申�込方法　（公社）亀山市シルバー
人材センターへ電話または直接
お申し込みください。

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）
受験資格　いずれかに該当する人

▽ �平成29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30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
試験日

▽第１次試験…９月３日（日）

▽ �第２次試験…10月11日（水）～
　20日（金）で指定する日
申�込期間　６月19日（月）午前９時
～28日（水）
申�込方法　インターネットにより
お申し込みください。
インターネット申込専用アドレス
URL�http://www.jinji-shiken.go.jp/
　��juken.html
※試験内容など詳しくは、国税庁
　ホームページでご確認ください。
URL�http://www.nta.go.jp/nagoya/

暮らしの情報

平成29年�犯罪発生状況
４月末現在・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
亀山署総数
125件（＋42）

江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
67件（＋22） 24件（－１） 12件（＋9） 10件（＋2） 12件（＋10）

三重県内において特殊詐欺の予兆電話がかかっています
～在宅中でも留守番電話をかしこく活用！～

　録音されると証拠が残るため、詐欺犯は留守番電話
を嫌います。詐欺犯からの電話に対応せずに済むよう、
在宅中でも留守番電話に切り替えておきましょう。

※（　）内は前年比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

福祉のめんめんフェスタ2017
　心のバリアフリーを目指して、
４回目となる手作りの福祉イベン
トを開催します。
と　き　６月25日（日）
　　　　午前10時～午後３時45分
と�ころ　市文化会館大ホール、中
央コミュニティセンターなど
内�　容　障がい者・児、音楽グルー
プ、プロ演奏家などによる和太鼓演
奏、手づくりの「香りの足湯」、施設
の手作り（ジャム・焼きもの、小物な
ど）販売コーナー、福祉機器・車両の
展示、分かち合いビンゴゲームなど
入場料　無料
※�イベントの内容など詳しくは、
ホームページをご覧ください

URL�http://menmenfes.jimdo.com/
問合先　渡邊（☎090－4265－2047）

※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16日（金）～22日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「亀山幼稚園①」
６月23日（金）～29日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「平成30年度�全国高等学校総合
　体育大会の開催に向けて」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「亀山幼稚園②」

　５月18日、近藤映彩さんから市に、５月
に開催された顔彩画展の売上金をご寄付
いただきました。
　寄付金は、社会福祉の充実に活用させ
ていただきます。

寄付をいただきました

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

12 広報かめやま　平成29年6月16日号


