
●神
み こ し

輿の渡
と ぎ ょ

御（雨天決行）
　22日（土） 午後１時～５時　関神社～御旅所
　23日（日） 午後１時～５時　御旅所～関神社
●山車の巡行（雨天中止）
　22日（土） 午後５時～10時
　　舞台回し【関 神 社】　午後6時30分（4台揃）
　　舞台回し【中町会場】　午後8時（４台揃）
　23日（日） 午後５時～10時
●行

あ ん ど ん

灯飾り（雨天時は23日（日））
　22日（土） 午後５時～９時　新所地区の約670ｍ
　　街道筋に約250灯の行灯が灯

とも

されます。
駐車場　関小学校グラウンド
※当日は、交通規制を行いますので会場および
　駐車場までの進入経路にご注意ください。
※できる限り公共交通機関をご利用ください。

●灯おどり踊り込み（雨天時は23日（日））
　22日（土） 午後７時15分～８時
　　御旅所～関地蔵院
●関宿案内ボランティアの会
　22日（土）、23日（日）
　午前10時30分～午後９時　旧落合家住宅
　　関宿紙芝居、関宿写真展示、関宿案内と説明

交通規制に伴う通行許可証の申請
　 規制区域内をやむをえず、通行される人は通行許
可証が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申請期限　７月9日（日）

問合先 関宿祇園夏まつり実行委員会事務局（亀山市観光協会内　☎97－8877）

関
宿
祇
園

　
夏
ま
つ
り

７月22日　　23日土 日
　関宿の夏を彩る「関宿祇園夏まつり」、
　「関の山（そこまでが精いっぱい）」の語源と
なった山

や ま
車が夜の町並みを彩ります。

　見どころは「舞台回し」と呼ばれる舞台の回
転で、巡行の要所で繰り広げられます。
　４台揃って行われる光景は迫力満点です。
　ぜひ、夏の夕べの華やかなひとときをお過ご
しください。

まつりに参加される人に法被の貸し出し
　 希望者は事前に関宿祇園夏まつり実行委員会
事務局へお申し込みください。

※クリーニング代はご負担ください。
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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　７月20日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時は除く
ところ
　市役所西庁舎１階第４会議室
※相談は受付順です。

※ 皆さんからのご意見をいただ
き、都市計画案を確定後、都市計
画決定手続きを進めます。

※ 今回の住民説明会の対象者な
ど詳しくは、建設部都市計画
室へお問い合わせいただくか、
市ホームページ（都市計画室の
ページ）でご確認ください。
と　き　７月11日（火）
　　　　午後７時～
ところ　市役所３階大会議室
※申し込みは不要です。

もよおし
亀山駅周辺整備に係る

都市計画決定
住民説明会を開催します
建設部都市計画室（☎84－5046）
　亀山駅周辺整備事業にあたり、
必要となる市街地再開発事業や都
市計画道路などの都市計画の決定
（変更）について素案を作成しま
した。
　つきましては、素案について次
のとおり住民説明会を開催します。

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－69－2101）

  

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
甲伊賀市農業公園第20回農業ふれあいまつり

～「食」と「農」の関わりを学び、体験する～
大原祇園祭
～華麗さと荒々しさで人々を魅了～

　滋賀県の無形民
俗文化財にも指定
されている大原祇
園祭は、毎年７月23
日、24日に開催され
ます。
　宵宮では、頭に
灯
と う ろ う

籠をのせた氏子
衆が境内で灯籠を
ぶつけ合い、本祭で
は、花がさに飾られ
た真っ赤な造花を
奪い合う「花

はな

奪
ば

い」
が行われます。「けん
か祭り」と異名をとる迫力の祭りに、ぜひお越
しください。
と　き　宵宮祭…７月23日（日） 午後９時～
　　　　本　祭…７月24日（月） 午後３時～
ところ　大鳥神社（甲賀市甲賀町鳥居野783）
アクセス 

▽ JR草津線「甲賀駅」から徒歩で約20分

▽新名神高速道路「甲賀土山IC」から車で約10分
問合先　甲賀市観光企画推進課（☎0748－69－2190）

　伊賀市農業公園の開設以来、恒例となる「農業
ふれあいまつり」を開催します。
　会場では、伊賀の農産物・特産物の販売、演奏や
ダンスといったステージ、お楽しみ抽選会など、楽し
いイベントをご用意しています。ぜひ、お越しください。

と　き　７月17日（祝） 午前９時～午後３時
　　　　（少雨決行）
ところ　伊賀市農業公園芝生広場（伊賀市予野11440）
アクセス　名阪国道「大内IC」から車で約10分
問合先　農業ふれあいまつり実行委員会
　　　　（☎0595－39－1250）
※ 貸農園の申し込みも受け付けています。詳しくは、

伊賀市農業公園ホームページをご覧ください。
URL http://www.ict.ne.jp/~mizakura/index.html

▲花がさを激しく竹で叩く花奪い
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　小学３～６年生の児童を対象に、名古屋市にある「リニア・鉄道館」と
「でんきの科学館」で、超伝導リニアの仕組みや鉄道の歴史、電気や磁力に
ついて、親子で楽しく学べる学習会の参加希望者を受け付けます。

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

　鈴鹿市役所西側ロータリー
対�象者　鈴鹿市・亀山市に在住す
る小学４年生～６年生とその保
護者（２人１組）
定　員　13組26人
※応募者多数の場合は抽選
※保護者は小学生１人つき１人
参加費　無料
持ち物　昼食、飲み物、筆記用具
申込期限　７月15日（土）（必着）
申�込方法　官製はがきに、住所、
氏名（ふりがな）、学年、電話番
号、参加する保護者名を明記の
上、鈴鹿亀山消費生活センター
（〒513－0806　鈴鹿市算所一丁
目3－3）へ郵送してください。

※ はがき１枚につき１組まで申し
込みができます。

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、亀山小唄など

バスで行く消費者講座
～夏休み親子日銀見学会～
鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　貸切バスで、日本銀行名古屋支
店、でんきの科学館を見学し、お金
の豆知識、電気エネルギーについ
て学びます。
と　き　８月７日（月）
　　　　午前８時30分～午後４時
集合場所

亀山市納涼大会
灯おどりまつりの練習をします
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）

　８月５日（土）に開催予定の亀山
市納涼大会で「灯おどりまつり」を
行います。その練習を２会場で行
いますので、ぜひご参加ください。
と　き　７月９日（日）

と　　き　８月26日（土）
行　　程　 歴史博物館前駐車場（午前９時出発）⇒ 

リニア・鉄道館（昼食）⇒でんきの科学
館⇒歴史博物館前駐車場（午後５時30
分ごろ到着予定）

参加資格　 市内在住の小学３～６年生とその保護者
（２人１組）

参加人数　20組40人（最少催行人数10組20人）
　　　　　※ 参加希望者多数の場合は抽選。結果

は、７月26日（水）以降に全員へ通知
参 加 費　親子２人１組1,000円（入場料の一部として）
　　　　　※昼食は各自で準備してください。
受付期限　７月24日（月）必着

送付方法　 官製はがき、ファクスまたはＥメールで、
次の①～⑪を明記してお送りください。

   【保護者】①郵便番号、②住所、③氏名（ふりがな）、
　　　　　④年齢、⑤性別、⑥電話番号
　【児　童】⑦学校名、⑧氏名（ふりがな）、⑨学年、
　　　　　⑩年齢、⑪性別
送 付 先
◇官製はがき
　〒519－0195　亀山市本丸町577　
　亀山市企画政策室内リニア亀山市民会議事務局
　「リニア・鉄道親子学習会」係
◇ファクス…82－9685
◇Ｅメール…kikaku@city.kameyama.mie.jp
※ ファクス、Ｅメールは、件名に「リニア・鉄道親子
学習会 参加希望書」と明記してください。

※参加受付は１通につき１組までとします。

リニア・鉄道親子学習会
参加希望者を受け付けます！

受付・問合先
リニア中央新幹線・JR複線電化推進亀山市民会議
事務局（企画総務部企画政策室内　☎84－5123）

きっと楽しい
夏休みの思い出に！
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～あなたの勇気一つで、助かる命があります～

かめやま献血サマーキャンペーン
７月は「愛の血液助け合い運動」月間です。この機会に献血へのご協力を！

と　き　７月12日（水） 午前10時～11時30分、午後１時～４時
ところ　亀山エコータウン正面ホール

○献血バスでの 400ml 献血
献血できる人
　18歳（男性は17歳）～69歳の健康で、
体重が50kg以上の人
※�65歳以上の人や海外に渡航歴のある人、服薬
中の人は献血できない場合があります。

※キャンペーンイベントは
　午前10時30分～
○健康づくりコーナー
　・健康相談��・大腸がんクイズ��・手洗いチェック
○献血に関するパネル展示

街頭献血 キャンペーンイベント 献血推進キャラクター
けんけつちゃん

以上で、次のすべてに該当する人

▽  無職で親族などからの援助が受
けられない人

▽ひとり暮らしの人

▽  介護保険制度による住宅改修費
の支給対象でない人
対象となる修繕
　 介護予防を目的とし、１回当た
りの材料費がおおむね５万円以
内で半日程度の簡易な修繕

※屋根瓦、ガラス工事などは除く
費用負担　無料
利用回数　年度ごとに１回
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。

道路ふれあい月間
建設部維持修繕室（☎84－5129）
　毎年８月は「道路ふれあい月間」
です。全国一斉に道路周辺の草刈
りやごみ拾いなどの道路清掃活動
が実施されています。市でも、７月
～９月を実施期間と定め、道路清
掃活動を推進しています。
　今年度の一斉活動日は８月６日
（日）です。道路清掃活動へのご協
力をお願いします。

と　き　７月28日（金）

▽昼の部…午後２時30分～４時
　　　　　（開場は午後２時～）

▽夜の部…午後６時30分～８時30分
　　　　　（開場は午後６時～）
ところ　市文化会館大ホール
上映作品

▽昼の部…アンゼラスの鐘
▽夜の部…この世界の片隅に

入場券

▽昼の部…100円（小学生以上）

▽夜の部…500円（小学生以上）
※当日券もあります。
※ 入場券の購入については、亀山
地区労センター事務局へお問い
合わせください。

お知らせ
ひとり暮らし高齢者宅に
手すりやスロープを付けます
健康福祉部長寿健康づくり室

（☎84－3312）
　歩行や立ち上がりに不安はあり
ませんか？三重県建設労働組合亀
山支部の協力により、介護予防の
ための修繕を行っています。
対象者　市内に住所を有する65歳

親子で工場見学
亀山市総合環境研究センター
（環境産業部環境保全室　☎96－
8095）
　親子で工場見学を通じて、環境
について学んでみませんか？
と　き　８月８日（火）

▽午前の部…午前９時30分～正午

▽午後の部…午後１時～３時30分
ところ　シャープ（株）亀山工場
　　　　（白木町464）
集合場所　歴史博物館前駐車場
※工場までバスで送迎します。
対象者　
　市内に在住・在学・在勤する人
※高校生以上は１人でも参加可
定　員　各部20人（先着順）
参加費　無料
申込方法　環境産業部環境保全室
へ電話または直接お申し込み
ください。

平和映画上映会
亀山地区労センター事務局（三重県
建設労働組合亀山支部　☎83－2500）
　亀山地区労センターは、平和に
関する取り組みとして、平和映画
の上映会を開催します。

問合先 健康福祉部長寿健康づくり室（あいあい　☎84－3316）
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平成30年度 補助金交付希望団体を募集します！

平成29年度 補助金交付事業を紹介します！

市民参画協働事業推進補助金
新たに市民活動を始めて、こんなことをしたいけど…、
または市民活動をしていて、さらにこんなこともしたいけど…、
など、活動資金でお困りの市民活動団体はご相談ください。

内　容　主に生後５カ月～８カ月
の離乳食の作り方の説明と試食
対象者　市内に住所を有する乳児
の保護者、妊婦

定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、試食用小
皿、スプーン、エプロン、手ふき
用タオル、ふきん、筆記用具

申込期間　７月４日（火）～28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。

なを取り戻し、夢や希望を持って
互いに支え合い、安全で安心して
暮らせる明るい地域づくりに、市
民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

各種検診・教室
離乳食教室

健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

と　き　８月９日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室

第67回 社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～
社会を明るくする運動推進委員会
事務局（亀山市社会福祉協議会内
☎82－7985）
　７月は「社会を明るくする運動」
の強化月間です。この運動は、すべ
ての国民が犯罪・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、それぞれの立場におい
て力を合わせ、明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です。
　希薄となった地域や家庭のきず

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

問合先 市民文化部文化振興局共生社会推進室（☎84－5066）

　市が公益上必要であると認める市民活動団体の
活動に補助金を交付しています。市民が互いに、
または市民と行政がそれぞれの持つ特性を活か
しながら、住みよいまちにしていくことができる
パートナー（市民活動団体）の育成を目的とします。
※補助金交付団体は選考により決定します。
補助対象年度　平成30年度
応募期間　７月３日（月）～31日（月）
　　　　　（土･日曜日、祝日は除く）
応募資格　次の要件をすべて満たす団体
○ 市内に在住・在勤・在学する３人以上で構成され
た団体

○活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体
○政治、宗教、営利を目的としない団体
○ 市からの他の補助金、社会福祉協議会からの助
成金を受けていない団体

交付限度額
スタートアップ補助金
　５万円を限度として活動費の補助
※１団体につき１回限り応募できます。
※ 平成28年度以降に新たに結成された団体が対象
です。ただし、過去に解散した団体が、同じ目的
で再結成した場合は応募できません。

ステップアップ補助金
　活動費の50％に相当する額を限度として補助
※１団体につき最大３回まで応募できます。
申�込方法　応募書類に必要事項を記入の上、市民
文化部文化振興局共生社会推進室へ直接お申し
込みください。

※ 応募書類は市民協働センター「みらい」ホーム
ページ（URLhttp://www.shimin-kyodo.sakura.　
ne.jp/index.html）からダウンロードできます。

　 昨年度に公募した「市民参画協働事業推進補助金」の交付事業を、次のとおり決定しました。
団体名 活動目的 補助金の種類

グリーンメイト
亀山西支部

行政と地域社会が連携して、住民の健康と生きがいの増進ならびに将来を
担う青少年の健全育成に寄与することを目的とする。 スタートアップ

和太鼓教室
まほろば

和太鼓の手作り作業や、演奏練習を行っていく過程で、年齢、性別、障がい
の有無に関係なく健康効果を高め、心のバリアフリー社会を目指す。 スタートアップ
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子どもにレッスン！水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　夏休みに向けて、親が子どもに
水に触れる楽しさや泳ぎの基本を
教えられるよう、言葉のかけ方や
泳ぎの補助方法をお伝えします。
とき・対象者

▽初挑戦クラス
　７月22日（土） 正午～午後１時
　３歳～小学生低学年とその保護者

▽レベルアップクラス
　７月23日（日） 正午～午後１時
　小学生とその保護者
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
定　員　各10組（先着順）
参加費　各500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　７月１日（土）
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。

申込期間　７月４日（火）～21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。

夏休み！親子で水辺の安全教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　親子で海や川での自己防衛法、
救助法を体験します。身の守り方
を学び、安全で楽しい夏休みにし
ましょう。
と　き　７月16日（日）
　　　　正午～午後１時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　小学生とその保護者
定　員　10組（先着順）
参加費　500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物　水着、キャップ、タオル、
濡れてもよい服装
申込開始日　７月１日（土）
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。

小学生コックさん集まれ！
ファミリーエコクッキング
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

　料理を通じて、親子のふれあい
を深めてみませんか。
と　き　８月３日（木）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
講�　師　亀山市食生活改善推進協
議会会員
対象者　市内に住所を有する人
定　員　親子12組（先着順）
※ 保護者１人につき、小学生の子
ども２人まで
参加費　１組500円
持�ち物　米100g、三角きん、エプロ
ン、ふきん１枚

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
　　  気が付いたら熱中症？ 予防が大切です！

熱
中
症
の
予
防
法

①�外出の用事は日が高く昇らない午前10時までか、または午後４時以降にする
②外出時は家族や隣近所の人に、外出先と所要時間を伝えておく
③�体調がすぐれない日は外出を控える。やむなく外出する時は水分、塩分を含
むおやつ（塩あられ、塩昆布など）を持参し、こまめにコップ半分程度（50ml）
の水分を補給する、など

　日に日に暑くなってきました。35度を超える“猛暑日”は、平成19年から設定され
た言葉ですが広く知られてきました。テレビでも毎年のように熱中症関連のニュー
スが報道されており、皆さんも熱中症の危険はご存じだと思います。
　８月の猛暑日よりも急に暑くなる６月～７月の数日間や、昼だけではなく熱帯夜
も熱中症は起こりやすいとされています。熱中症に特に注意が必要な人は、心臓
病や高血圧、糖尿病などの持病がある人、ほかには飲酒をする人です。
　実際に熱中症で病院へ搬送される半数以上は、このような持病などを持つ65
歳以上の人です。加齢とともに暑さやのどの渇きに気付きにくくなり体温を調整す
る機能が低下するため、気温の変化に体がついていかなくなり、気が付いた時に
は熱中症に陥っているからです。
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狂犬病予防注射の接種が
お済みでない場合は、お急ぎください！

　狂犬病予防法では、犬の飼い主は生後90日を経過している犬に対し、毎年４
月１日～６月30日に狂犬病予防注射を接種して、接種したことを市へ届け出
なければなりません（平成29年３月２日以降に予防注射を受けた犬は除く）。
　まだ、狂犬病予防注射を接種させていない人は、急いで予防注射を接種させ、
市へ届け出るようにお願いします。

　　  次の病院で予防注射をすると、
　　  市への届け出も同時にできます

▽かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）

▽菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）

▽はら動物病院（北町　☎84－1010）

　　  市外の動物病院で
　　  予防注射を受けた場合
　動物病院発行の「狂犬病予防注射済証」と注射済票交
付手数料（550円）を環境保全室（市総合環境センター４
階）または地域サービス室（関支所１階）へ持参して、注
射済票を受け取ってください。

犬の死亡・犬の登録事項変更の場合
　登録時の犬の鑑札、過去に受け取った注射済票（犬の死亡時のみ）を
持参して、環境保全室または地域サービス室へ届け出てください。

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。
と�　き　７月の毎週水曜日（７月
５日、12日、19日、26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歳以上の人や
介護予防に関心のある人
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

ポーツ、達
だ る ま

磨写真館、フォトスタ
ジオフェリーチェにある申込書
に必要事項を記入の上、上記の
いずれかへお申し込みください。
その他

▽  事故の場合は応急処置を行いま
すが、責任は負いません。

▽  基礎疾患（てんかんなど）が心配
される場合は保護者が同伴

▽  天気による大会実施の有無は、
当日午前８時45分を過ぎてから、
西野公園プール（☎82－9114）へ
お問い合わせください。

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　７月５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。
対�象者　おおむね65歳以上の人や

親子水泳教室
豊田（亀山西小学校　☎82－0139）
　３つのコースに分かれて、コー
チ指導のもと練習します。
と�　き　７月31日（月）、８月１日
（火）の２日間
※いずれも午前９時30分～11時30分
ところ　西野公園プール
内　容

▽Aコース…水に慣れ親しむ（水遊び）

▽Bコース…水に浮いて進む

▽Cコース…泳力に応じた指導
　　　　　　（10m泳げる程度）
対�象者　保護者は市内に在住また
は在勤で、子どもは保育所・幼稚
園の年中クラス以上

※ 原則として、保護者と子どもの
ペアでの参加としますが、小学
生以上は会場への送迎があれば
子どものみの参加も可
参加費　500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
※１日のみの参加でも同額
申込期限　７月18日（火）
申�込方法　西野公園プール、ター
トルワークアウト、カメヤマス

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

問合先 環境産業部環境保全室
（☎96－8095）
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ところ　鈴鹿工業高等専門学校
内容（教室）　
①機械工学のひとこま
②楽しい電子回路工作
③マイコン電子制御
　アルドゥイーノ de テクノ工学
④身のまわりのおもしろ化学実験
⑤ 材料工学科で学ぶちょっと贅沢
な夏休み自由研究

※ 各教室で開催日時や定員が異
なりますので、詳しくはホーム
ページなどでご確認ください。
対�象者　中学生（⑤は小学５・６年
生も対象）
参加費　無料
※傷害保険料50円が別途必要
申込期間　
　７月10日（月）～19日（水）
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［ものづくり体験教室～小・
中学生向け公開講座～］の応募
フォーム）から、お申し込みくだ
さい。

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

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　７月の毎週木曜日（７月
６日、13日、20日、27日）

※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。

ものづくり体験教室
鈴鹿工業高等専門学校総務課
地域連携係（☎059－368－1717）
　鈴鹿工業高等専門学校への入学
を目指している人、ものづくりや
パソコンが好きな人など、ぜひご
参加ください。
と�　き　８月８日（火）～29日（火）
で各体験教室を開催する日

６月30日（金）～７月６日（木）
●ダイジェスト番組
　 「平成29年３月～６月のウ
イークリーかめやま」
７月７日（金）～13日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「歯周病検診のお知らせ」
　「JR亀山駅周辺の再生に向けて」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー
　「第三愛護園①」

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『将軍の料理番�包丁人侍事件帖１』
小早川�涼／著
KADOKAWA（2015年６月刊）
　江戸城の料理人、鮎川惣介は天
性の嗅覚の持ち主。ある日、惣介は
幼なじみから、大奥で起こった不
可解な盗難事件を聞く。下手人に
納得がいかない惣介は事件を調べ
はじめるが…。

『簡単！楽しい！おうちでできる
�音楽＆リズムあそび』
鈴木豊乃／著
ヤマハミュージックメディア
（2016年１月刊）
　道具も知識も体力も不要なので、
家事や育児の合間に、簡単に実践す
ることができます。親子で楽しみな
がら、リズム感も身に付きます。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●ライプツィヒの犬／乾緑郎
●ファイアスターター／結城充考
●落語魅

ミ ス テ リ

捨理全集／山口雅也
●信長嫌い／天野純

す み き

希
●龍が哭

な

く／秋山香乃
●ちょっとおんぶ／岩瀬成

じょうこ

子
●いろいろきのこ／山岡ひかる
●くまのまあすけ／馬場のぼる
●カーネーション／いとうみく
●でんしゃずし／丸山誠司
●おひとりさまの老後を楽しむ処方箋
　／阿部絢子
●「司馬遼太郎」で学ぶ日本史／磯田道史
●下肢静脈瘤／広川雅之
●バッタを倒しにアフリカへ
　／前野ウルド浩太郎
●京都の壁／養老孟司

ほか487冊

※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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博物館学校とナイトミュージアム

と　き ７月29日（土）・８月20日（日）

時　間 科　目 授業名

１時間目 （10：05～10：50） 社会 ヤマトタケルってどんな人？

２時間目 （11：00～11：45） 国語 昔の人が ふででかいた もじのひみつ

３時間目 （13：00～13：45） 総合 かるたで遊ぼう！

４時間目 （13：55～14：40） 理科 昔の人のものの計り方を学ぼう

５時間目 （14：50～15：35） 図工 展示紹介をみんなで作ろう

18：50～19：30 ナイトミュージアム　１組目

19：20～20：00 ナイトミュージアム　２組目

19：50～20：30 ナイトミュージアム　３組目

時間割

対象者 小学生以上の人。ナイトミュージアム

への小・中学生の参加は、保護者同伴に

限ります。

定　員 １～５時間目…各授業 40 人

ナイトミュージアム…各回 30 人

（いずれも先着順）

参加費 無料

持ち物 １～５時間目…筆記用具

ナイトミュージアム…懐中電灯

申込方法

　７月１日（土）以降に、歴史博物館へ希望する時間

を電話でお申し込みください。

※１～５時間目は、複数の授業または全授業を選ぶこと

　ができます。ナイトミュージアムは、いずれか１回のみ

　参加できます。

※家族やグループで参加する場合は、全員の名前が必要です。

　（申し込みは１回につき５人まで）

※詳しい授業内容などは、歴史博物館ホームページで

　ご確認ください。

　今年度も、大人気講座「博物館学校」と

「ナイトミュージアム」を開催します。

　毎回たくさんのお申し込みをいただいています。

定員に限りがありますので、お申し込みはお早めに！

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

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 7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

※夏休み期間中は児童・生徒・学生は無料
※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、７月10日（月）～14日（金）（展示設営のため）
URL http://kameyamarekihaku.jp

＜企画展示室＞
亀博自由研究のひろば

「むか～しむかしの亀山市 ―人々のくらし―」
と　き　７月15日（土）～９月３日（日）
内�　容　はるか昔の人々は、さまざまなものをつく
りながら集団で生活をしていました。米を食べて
日々を暮らし、地域の王のために大きな古墳を築
きました。残されたものから古代の亀山市に生き
た人々の暮らしを考えます。
企画展示観覧料　無料
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亀山市民俳句会の参加募集
市民文化部文化振興局

文化スポーツ室（☎84－5079）
　亀山市民俳句会を開催しますの
で、ぜひご参加ください。
募集句（一般の部）
応募方法

▽  はがきに当季の未発表作品（３句
以内）を楷書で書いてください。

▽  住所、氏名、電話番号を明記して
ください。
募集期限　８月31日（木）必着
応�募先　市民文化部文化振興局文
化スポーツ室（〒519－0195　本
丸町577）
表彰式
　10月28日（土） 午後１時～
　市文化会館２階会議室
募集句（小・中学生の部）
応募方法

▽  はがきまたは学校で配布される
応募用紙に、夏か秋の句（２句以
内）を楷書で書いてください。

▽学校名、学年を明記してください。
募集期限　９月15日（金）必着
応�募先　市民文化部文化振興局文
化スポーツ室（〒519－0195　本
丸町577）
当日句会
と　き　10月28日（土）
　　　　募集句表彰式の終了後
ところ　市文化会館２階会議室
出�句方法　当日会場で午後０時
30分までに出句してください
（３句）。
「はじめての俳句教室」を開催！
　亀山市民俳句会に先立ち、俳句
教室を開催します。みんなで楽し
く俳句を作りましょう。はじめて
の人の参加もお待ちしています。
と　き　８月８日（火）
　　　　午前９時～正午
ところ　市民協働センター「みらい」
問�合先　亀山俳句会（前田　☎82
－2812、小川　☎82－4056）

会員名簿を作ろう
※いずれも午後２時～４時
と�ころ　市民協働センター「みら
い」１階多目的ホール
講　師　NPOパソコンサポート亀山
　　　　伊藤幸一さん
対�象者　市民活動を行っていて、
日常的にパソコンを使用する人
募集人数　各回10人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　電源アダプタなどを含
むノートパソコン一式（ワード
とエクセルが使用できるもの）、
USBメモリー（４～８GB程度）
申込期限　７月20日（木）
申�込方法　市民文化部文化振興局
共生社会推進室へ電話または

　Ｅメール（  kyoseisyakai@city.
　kameyama.mie.jp）でお申し込み
　ください。

募　集
市民活動パソコン講座（中級）

受講者を募集します
～市民活動に活用する

会報の作り方など～
市民文化部文化振興局

共生社会推進室（☎84－5066）
　市民活動の様子を、より多くの
人に知ってもらうために会報を発
行して紹介してみませんか？
　今回は、日頃の市民活動を発信
するための会報やイベントチラシ
の作り方、エクセルの使い方など
を学習します。
とき・内容

▽７月24日（月）…会報を作ろう
　（イラストの挿入など）

▽  ７月26日（水）…イベントのチラ
シを作ろう、エクセルを使って

星にまつわる本を借りて天体観測はいかがでしょうか？
　７月といえば、七

たなばた

夕。天の川を観測
しやすい時期です。図書館（平日）は
午後７時まで開館していますので、
図書館で借りた星座の本を片手に、
亀山公園などの広場で天体観測をし
てみるのはいかがでしょうか？

市立図書館（☎82－0542）　関図書室（☎96－1036）

おはなしの会
７月１日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
７月12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
７月５日（水） 午後３時～　関文化交流センター（研修室）
夏休み手作り絵本教室「いろいろなかたちの絵本をつくろう！」
７月30日（日） 午後１時30分～　歴史博物館（講義室）
市立図書館へ電話または直接お申し込みください（定員30人・先着順）。
休館日
●市立図書館…毎週火曜日、28日（金）
●関図書室…３日（月）、10日（月）、18日（火）、24日（月）、28日（金）、31日（月）

テレホン童話　☎83－0
おはなし

874（３分間の創作童話）
７月１日～15日　サルとおばさん　（駒田やす代）
７月16日～31日　お魚ほしいニャ　（川北千津子）

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

※作品は自作のものに限ります。
応募期限　９月６日（水）
応�募方法　住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を明記の上、作品を市
立図書館へ郵送（〒519－0151　
若山町7－20）または直接ご応募
ください。

津少年鑑別所施設見学会
参加者を募集します

津少年鑑別所庶務課（☎059－228
－3556�［土・日曜日、祝日を除く
午前９時～午後４時］）
と　き　７月29日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　津少年鑑別所
　　　　（津市南新町12－12）
内　容　施設の見学や説明
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込開始日　７月10日（月）
申�込方法　津少年鑑別所庶務課へ
電話でお申し込みください。

募集期限　９月８日（金）必着
応募先　市民文化部文化振興局
　 文化スポーツ室（〒519－0195
本丸町577）
問合先　亀山川柳会
　　　　（坂倉　☎82－1901）

創作童話の募集
市立図書館（☎82－0542）

　市立図書館では、「亀山絵本と童
話の会」との協働で創作童話を募
集します。優秀作品は表彰を行い、
広報かめやま平成30年１月１日号
で発表するとともに、創作童話冊
子「くりの木」に掲載します。
作�品字数　400字詰め原稿用紙２
枚程度（縦書き）

亀山市民川柳大会の作品募集
市民文化部文化振興局

文化スポーツ室（☎84－5079）
　亀山市民川柳大会の作品を募集
しますので、ぜひご応募ください。
一般の部
と　き　10月29日（日）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館２階会議室
宿�　題　｢祈る｣、｢爪｣、「逃げる・逃が

す｣、「しっかり」、「つながる・つなぐ」
出�句方法　当日会場で午前11時30
分までに出句してください（各
題２句・欠席投句は不可）。
小・中学生の部
宿　題　｢つながる・つなぐ｣
応募方法

▽  はがきまたは学校で配布される
応募用紙に１句以内、楷書で書
いてください（１人１枚）。

▽表に｢川柳｣と朱書きしてください。

▽  住所、氏名、電話番号、学校名、学
年を明記してください（応募は
小学４年生以上）。

タクシー券は適正にご利用ください
乗車時に身分証明書を提示の上、タクシー券が使えるかをご確認ください！

　市では、75歳以上の高齢者や重度の障がいがあ
る人（※）の外出を支援するため、タクシー料金の助
成券（タクシー券）を交付しています。
　このタクシー券は、本人しかご利用できません。
市のタクシー券を利用して乗車する際は、乗務員へ
の身分証明書の提示にご協力ください。
　なお、家族を含めて本人以外の人が使用すると、
助成額を返還していただくだけでなく、犯罪行為と
なる場合がありますので、ご注意ください。
※ 重度の障がいがある人…身体障害者手帳１・２
級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１・２
級のいずれかを所持している人

　この券は、すべてのタクシーでご利用できるもので
はありません。券には、利用可能なタクシー事業者
を記載していますが、年度途中で、券を取り扱わなく
なる場合もあります。
　乗車または発車前に、市のタクシー券を利用する
ことを必ず乗務員にお伝えください。
　運賃を支払う段階になって、「取り扱いのない
事業者と分かった」「以前は使えたのに断られ
た」などといったことが無いように、必ずご確認
ください。
※ 券の取り扱いがない事業者をご利用した場合、自
己負担となりますのでご注意ください。

＜お知らせ＞
関交通（株）ではタクシー券が利用できなくなりました

　都合により、同社ではタクシー券が利用できなくなりま
した。券に記載の他社での利用をお願いします。

問合先

健康福祉部　
・長寿健康づくり室（あいあい　☎84－3312）
・地域福祉室（あいあい　☎84－3313）
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ところ　あいあい２階大会議室
参加費　無料
そ�の他　「にじいろのーと」を希望
する人は当日配布します。また、
お持ちの人はご持参ください。
申込期限　７月７日（金）
申�込方法　住所、氏名、年齢、連絡
先を明記の上、ファクスでお申
し込みください。
申�込・問合先　みっくすどろっぷす
（服部　FAX83－2806、☎080－
3615－4664［午後６時～８時］）

「亀山宿語り部」による
楽しい現地案内

と　き　７月20日（木）
　　　　午後１時30分～３時
集合場所　市歴史博物館前
内�　容　地形から読みとる亀山城
　（語り部　山口昌直さん［市職員］）
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
　　　　（浅田　☎82－5638）

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）の案内
　「国の教育ローン」は、高校、　　
短大、大学、専修学校、各種学校や
海外の高校、大学などに入学・在学

するお子さんがいる家庭を対象と
した公的な融資制度です。
融資額
　子ども１人につき350万円以内
金　利　年1.81％
　（母子家庭の人などは年1.41％）
※平成29年４月12日時点
返済期間　15年以内
　（母子家庭の人などは18年以内）
※ 申込方法など詳しくは、ホーム
ページ（「国の教育ローン」で検
索）などでご確認ください。
問�合先　（株）日本政策金融公庫
教育ローンコールセンター

　（☎0570－008656［ナビダイヤル］
　または☎03－5321－8656）

結婚して新しい人生を出発しよう
　30歳～40歳代の未婚の男女を対
象にした出会いの会を開催しま
す。同じ趣味や人生観などを持っ
た気の合う人を見つけましょう。
と　き　７月22日（土）
　　　　午後１時～４時
ところ
　ポルタひさい１階活動支援室Ａ
　（近鉄「久居駅」下車すぐ）
参加費　1,000円
※当日会場でお支払いください。
申込期限　７月21日（金）
申�込方法　住所、氏名、連絡先を明
記の上、久居シルバーサークル
へＥメールでお申し込みくださ
い（  fuji077@yahoo.co.jp）。
問合先　久居シルバーサーク
　（望月　☎080－3623－4966）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

高齢者健康野菜づくりの会
農産物などを販売

　高齢者と地域の人々との交流
を目的に、会員が丹精込めて作っ
た野菜、果物、漬物などを販売しま
す。お気軽にお立ち寄りください。
と　き　毎週日曜日
　　　　午前10時～午後３時
ところ　あいあい（入り口付近）
問�合先　亀山市高齢者ふれあいづ
くり協議会（薮本　☎090－6803
－1731）

知っていますか？切れ目ない支援を
受けるための「にじいろのーと」

　支援の必要なお子さんの情報
を、保護者や関係者間で共有する
ための連携支援ツールとして、今
春から新しく「にじいろのーと」が
配布されています。そこで、市担
当者（子ども支援室長　宇野 勉さ
ん）から、利用方法などを詳しくお
話ししてもらいます。
と　き　７月11日（火）
　　　　午前10時30分～正午

※（　）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
（5月末時点・亀山署管内）

51件（＋２） 0人（±０） 66人（±０） 568件（＋19）

亀山警察署（☎82－0110）

夏の交通安全県民運動（７月11日（火）～20日（木）の10日間）
＜運動の重点＞
①子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に横断歩道における歩行者優先の徹底）
②後部座席を含めたすべての座席のシートベルトと
　チャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④自転車の安全利用の推進

７月31日（月）

７月の納期
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税　第２期
国民健康保険税　　　　　第１期
後期高齢者医療保険料　　第１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。
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