
みんなで協力して
豊かな森づくり！

　３月17日、関町市瀬の「かめやま会
エ コ

故の森」
で十周年記念植樹祭を開催。市民や市内事業
所の皆さんと一緒に、イロハモミジ、サツキ
ツツジを植樹しました。子どもたちも作業に
参加し、植えられた樹木が子どもたちの成長
とともに森を彩っていくのが楽しみです！
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岡山県高
たかはし

梁市
亀山市との関係（災害時相互応援に関する協定）
　現存12天守のなかで唯一の山城「備中松山城」
やベンガラ色の外観で統一された「吹屋の町並
み」、伝統行事の「備中たかはし松山踊り」「備中
神
か ぐ ら

楽」「渡り拍子」をはじめ、数多くの歴史的価値
の高い建造物や町並み、文化遺産を有した、豊か
な美しい自然が残るまちです。
　昨年には観光案内所やカフェ等を併設した高
梁市図書館が開館し、１年間で約66万人の来館者
があるなど、新しいにぎわいが生まれています。
特�産品　ピオーネ、白桃、トマト、芍

し ゃ く や く

薬、紅茶、　
菓子（ゆべし、神楽面最中など）、鮎料理など

　亀山市では、産業の活性化、災害時応
援、文化の質の向上などを目的に、各市
と協定などを結び、お互いの市の発展に
貢献できるよう交流しています。
　そのなかで、交流自治体（７自治体）と
の交流イベントを亀山市で開催します。
　そこで今回は、交流自治体の紹介やそ
の特産品などをご紹介します。

ぜひ、交流自治体特産品フェアへ！
また、市外へお出掛けの際は、
交流自治体へ訪問してみませんか？

大阪府泉
い ず み さ の

佐野市
亀山市との関係（特産品相互取扱協定）
　大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、北西部は大阪湾
に面し、南東部は和泉山脈を境として和歌山県と接してい
ます。商・工・農・漁業がバランスよく栄えてきましたが、関
西国際空港の開港などに伴う人口の増加とともに、商業・
サービス業が盛んになっています。
　特産品は数多く、なかでも夏が旬の水ナスは「浅漬け」と
して、全国に多くのファンがいます。また、日本タオル発祥
の地として130年の歴史があり、そのタオルは肌触りがよ
く、吸水性に優れています。
特�産品　水ナス、松波キャベツ、玉ねぎ、わたりがに、アカ

シタビラメ、泉だこ、がっちょ、地酒、泉州タオルなど

大阪府羽
は び き の

曳野市
亀山市との関係（日

やまとたけるのみこと

本武尊・白鳥伝説三市交流）
　府南東部に位置し、日本最大の体積を誇る「応神陵古墳」や日本
武尊伝説を伝える「白鳥陵古墳」を含む日本有数の大型古墳が密集
する古市古墳群があり、大阪府、堺市、藤井寺市とともに「百

も ず

舌鳥・
古市古墳群」として世界文化遺産の登録を目指しています。また、
平成29年度に日本遺産に認定された日本最古の官道“竹内街道”な
ど、数多くの歴史文化資産があふれています。
　特産品は、デラウェア種の河内ぶどう、そのぶどうを使用したワ
イン、はびきの特産のいちじくを使ったジャムなどが人気です。
特産品　ぶどう、いちじく、さいぼし、うすい豌

え ん ど う

豆、ワインなど

亀山市交流自治体
特産品フェア

※下記の７自治体の魅力発信と特産品の展示販売

４月30日（振休・月）
               午前10時～午後４時 ※荒天中止

亀山サンシャインパーク公園内 屋上広場
(亀山パーキングエリア上り線 )

※一般道からも入場できます。

－ 亀山市と交流のある自治体を紹介・交流イベントの案内 －

問合先
産業建設部産業振興課（☎84－5049）

亀山市



三重県伊
い が

賀市
亀山市との関係
（「伊賀・甲賀・亀山」広域連携プロジェクト）
　伊賀流忍術発祥の地として知られている伊賀市は、
忍者の歴史文化や精神の継承、忍者を活かした観光誘
客やまちづくりを進める目的で「忍者市」を宣言し、ま
た「伊賀忍者」が日本遺産の認定を受けました。
　さらには、豊かな自然が育んだ伊賀牛や伊賀米など
の素晴らしい食材やユネスコ無形文化遺産に登録さ
れた「上野天神祭のダンジリ行事」をはじめ、国指定の
伝統的工芸品の「伊賀焼」「伊賀くみひも」、俳聖松尾芭
蕉や横光利一のふるさととして広く知られており、歴
史薫る地域です。
特�産品　伊賀米、伊賀牛、伊賀焼、伊賀くみひも、伊賀

酒、かたやき、漬物（養肝漬・伊賀越漬）、菜種油など

滋賀県甲
こ う か

賀市
亀山市との関係（「伊賀・甲賀・亀山」広域連携プロジェクト）
　県最南部に位置し、三重県、京都府と隣接。大阪、名古屋から共に100km圏内という関西
圏と中部圏の結節点にあり、国道１号とJR草津線、新名神高速道路が市内を横断する広域
交通の拠点地域です。そうした優位性を活かし、内陸部にある滋賀県において、工業製品
出荷額は10年連続県内１位を続けています。
　また、陶器、薬、茶、酒、野菜など地場の特産品は幅広く、特に「日本六

ろ っ こ よ う

古窯・信楽焼」と
「甲賀忍者」は、日本遺産に認定されています。
特産品　信楽焼、薬、朝宮茶・土山茶、地酒、水口かんぴょう、杉谷なす、鮎河菜など

※下記の７自治体の魅力発信と特産品の展示販売

４月30日（振休・月）
               午前10時～午後４時 ※荒天中止

亀山サンシャインパーク公園内 屋上広場
(亀山パーキングエリア上り線 )

※一般道からも入場できます。

青森県五
ご し ょ が わ ら

所川原市　
亀山市との関係（災害時相互応援に関する協定）
　津軽平野のほぼ中央に位置し、津軽三味線発祥の地。作家太宰治の生家「斜

し ゃ よ う か ん

陽館」、中世安藤
氏の十

と さ み な と

三湊遺跡群、さらには知名度が全国区となった夏祭り「五所川原立
た ち ね ぷ た

佞武多」といった歴
史文化資源を擁し、農林水産業を基幹産業とする豊かな自然に恵まれた田園都市です。
　また、品種「ふじ」に比べて４倍のカルシウムや３倍のポリフェノールを含むなど栄養価が高
く、果皮や花、果肉まで赤い特徴の珍しい品種「赤～いりんご御所川原」や、実が厚く旨味も強く、
オルニチンを多く含んでいる十

じ ゅ う さ ん こ

三湖特産ヤマトシジミなど、多くの地域資源があります。
特産品　干し餅、赤～いりんご、つくね芋、北限の梅漬、津軽金山焼、馬肉、トマト、市浦牛など

※�ここで紹介している特産品は一例です。特産品フェアに
出品される内容と異なる場合があります。また、ここに
掲載できなかった特産品も多数出品されます。

奈良県御
ご せ

所市
亀山市との関係（日本武尊・白鳥伝説三市交流）
　県北西部に位置し、市の西部には金剛山・葛

か つ ら ぎ

城山
が峰を連ね、南東部は平地の広がる緑豊かな田園
都市です。
　特産品には、古くからヘップサンダル、製薬、
吉
よ し の く ず

野葛などの製造が行われ、農業は、近年では柿の
原種である御

ご し ょ

所柿や山の芋等の地域特産物の栽培
が行われています。また、大阪近郊にありながら自
然豊かで、特に一目百万本と言われるつつじの名
所（葛城山）をはじめ、役

えんのぎょうじゃ

行者ゆかりの事跡などに
も恵まれ、多くの観光資源を持っています。
特�産品　ヘップサンダル、薬、吉野葛、御所柿、

山の芋、醤油、地酒など

特集１ 交流自治体を紹介



予防接種の種類 接種回数 対象年齢 　備　考
Hib（ヒブ） １回～４回生後２カ月～５歳未満 接種開始時期によって、接種回数が異な

ります。小児用肺炎球菌 １回～４回生後２カ月～５歳未満
Ｂ型肝炎 ３回 １歳未満
BCG １回 １歳未満
水痘（みずぼうそう） ２回 １歳～３歳未満
４種混合
（ジフテリア・百日せき・
�破傷風・不活化ポリオ）

１期初回 ３回
生後３カ月～７歳６カ月未満

１期追加 １回

MR
（麻しん・風しん）

１期 １回 １歳～２歳未満 満１歳になったら、早めに接種しましょう。

２期 １回 平成24年４月２日～
平成25年４月１日生まれ

接種期間：
平成30年４月１日～平成31年３月31日

日本脳炎 １期初回 ２回 ３歳～７歳６カ月未満１期追加 １回

▪日本脳炎の接種が完了していない人へ（平成25年４年１日～）
　平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで、20歳未満の人の中には、
日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃している場合があります。
　次の回数が終了していない場合は、健康福祉部長寿健康課へご連絡ください。
���→９歳未満の人で３回接種、９歳以上の人で４回接種（が終了していない場合）

平成30年度

定期予防接種
　すべての予防接種が医療機関での個別接種です。
接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
　お子さんの健康状態を把握してもらっている、
かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

問合先 健康福祉部長寿健康課
（あいあい　☎84－3316）

　赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力（免疫）をもらって生まれてきます。
生後３カ月を過ぎる頃から少しずつその抵抗力が失われていきます。感染症の中には、
かかると重症化したり、後遺症が残ったり、ときには命にかかわる病気もあります。
　予防接種の目的は、病気にかかるのを防ぎ、かかったとしても症状が軽く済むよう
にすることです。接種時期になったら、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

▪ 学童期以降に受けるもの
予防接種の種類 接種回数 対象年齢 　備　考

DT
（ジフテリア・破傷風） ２期 １回 11歳～13歳未満 予診票は11歳になる前月に送付します。

日本脳炎 ２期 １回 ９歳～13歳未満 予診票は９歳になる前月に送付します。

子宮頸がん予防 ３回 小学６年生～
高校１年生相当の年齢の女子

平成30年４月１日時点、積極的な接種
勧奨を差し控えています（厚生労働省）。

▪ 乳幼児期に受けるもの

4 広報かめやま　平成30年4月1日号



▪ 成人用肺炎球菌（対象者には個人通知します）
対象者　①平成30年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人
　　　　②60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳１級所持者
※過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある場合は、定期接種の対象になりません。

医療機関名 所在地 電話番号
ヒブ・
小児用
肺炎球菌

B型
肝炎 BCG 水痘

４類
混合 MR 日本脳炎 DT 子宮頸

がん予防
成人用
肺炎球菌

あのだクリニック 阿野田町 83－1181 △ △ ○ ○ ○
伊東医院 野村三丁目 82－0405 ○
落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
かつき内科 東町一丁目 84－5858 ○
亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○
亀山市立
医療センター 亀田町 83－0990 ○

亀山回生病院 東御幸町 84－0300 ○
川口整形外科 野村四丁目 82－8721 ○
さかえ整形外科 栄町 97－3335 ○
せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
高橋内科クリニック 栄町 84－3377 ○ ○ ○
田中内科医院 天神二丁目 82－0755 ○ ○ ○
田中病院 西丸町 82－1335 ○
谷口内科 みどり町 82－8710 ○ ○ ○ ○ ○
豊田クリニック 南野町 82－1431 ○
とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 ○ ○
なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○ ○ ○ ○ ○
服部クリニック 亀田町 83－2121 ○ ○
ハッピー胃腸
クリニック 本町二丁目 82－0017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）
接種料金　無料（対象者のみ）
実施医療機関　
　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※�事情により県外で接種する場合は、助成制度があり
ますので、事前に健康福祉部長寿健康課へご連絡く
ださい。

持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証
※外国人は在留カード
　（外国人登録証明書、特別永住者証明書でも可）

その他

▽ �出生届出の時にお渡しした「赤ちゃんすくすく」
に予防接種の予診票セットが入っています。

▽ �予診票の再発行を受けたい場合、または転入な
どで予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳
を持参の上、長寿健康課へお越しください。

▽�長期にわたる重篤な疾患などで、定期接種の対
象期間内に接種ができなかった場合でも、定期
接種として対応できる場合があります。接種前
にお問い合わせください。

市内実施医療機関（50音順）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△…２期のみを助成対象

特集２ 定期予防接種



問合先
生活文化部文化スポーツ課（☎96－1223）

　平成29年４月から１年間実施してきたかめやま文化年2017も、
ついにフィナーレを迎えました。
　亀山市文化大使で落語家の林家菊丸さんが司会を務め、かめやま
文化年2017に関わっていただいた方々、支えていただいた方々と
一緒に、一年間の取り組みを映像で振り返りました。また、かめやま
文化年2017で取り組んだ「子ども能」と、亀山市文化大使で作曲家
の原正美さんが作曲された葛葉太鼓の新曲披露が行われました。
　締めくくりに、亀山トリエンナーレ2017実行委員会の松岡歩未さん
による、次回３年後の文化年に向けたメッセージにより、かめやま
文化年2017の幕を下ろしました。

かめやま文化年2017 フィナーレを迎えました！
（３月４日）

かめやま文化年2017 フィナーレを迎えました！
（３月４日）

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

6 広報かめやま　平成30年4月1日号
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第　　回第　　回131313
問合先
生活文化部文化スポーツ課（☎96－1223）

　平成29年４月から１年間実施してきたかめやま文化年2017も、
ついにフィナーレを迎えました。
　亀山市文化大使で落語家の林家菊丸さんが司会を務め、かめやま
文化年2017に関わっていただいた方々、支えていただいた方々と
一緒に、一年間の取り組みを映像で振り返りました。また、かめやま
文化年2017で取り組んだ「子ども能」と、亀山市文化大使で作曲家
の原正美さんが作曲された葛葉太鼓の新曲披露が行われました。
　締めくくりに、亀山トリエンナーレ2017実行委員会の松岡歩未さん
による、次回３年後の文化年に向けたメッセージにより、かめやま
文化年2017の幕を下ろしました。

かめやま文化年2017 フィナーレを迎えました！
（３月４日）

かめやま文化年2017 フィナーレを迎えました！
（３月４日）

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

かめやま文化年2017にご参加いただいた皆さん、
本当にありがとうございました！

亀山市の子どもたちの体力は今…
～平成29年度�全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果から～

　国が全国的な子どもの体力の状況を把握・分析するために、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」を実施。
亀山市でも小学５年生～中学２年生を対象に調査が行われ、結果が公表されましたのでお知らせします。

問合先
教育委員会学校教育課
（☎84－5077）

小学５年生（男子）小学５年生（女子）
調査種目 全国 三重県 亀山市 全国 三重県 亀山市
握力

（kg） 16.51 16.63 17.42 16.12 16.27 17.00
上体起こし

（回） 19.92 19.11 19.26 18.81 18.19 18.47
長座体前屈

（cm） 33.15 32.85 31.28 37.43 37.03 35.84
反復横とび

（点） 41.95 42.58 42.62 40.06 40.61 41.31
20mシャト
ルラン�（回） 52.24 52.01 55.04 41.62 40.90 47.13
50m走

（秒） 9.37 9.42 9.39 9.60 9.65 9.61
立ち幅とび

（cm）151.71 150.50 151.59 145.47 144.80 149.30
ソフトボール
投げ� （m） 22.53 22.49 21.89 13.94 14.20 15.25
体力合計点

（点） 54.16 53.76 53.93 55.72 55.46 56.91
※体力合計点…８種目の体力テスト成績を１点～10点に得点化して総和した体力テスト合計得点

亀山市の子どもたちは…
【総評】　ほぼすべての種目で、全国・三重県平均と同程度または上回っている結果でした。
【良いと思われる点】　小学生男女の握力、小学生女子のシャトルランとソフトボール投げ、中学生女子のシャトル 
　ランとハンドボール投げが、全国・三重県平均と比較して特に高い数値となっています。
【課題と思われる点】　小・中学生ともに、長座体前屈が、全国・
　三重県の平均値を下回っており、柔軟性に課題が見られます。
【実技以外に行われた質問紙調査の結果では (一部抜粋 )】
◉ 小学生で男女ともに、「小学校入学前は体を動かす遊びが好きだった」

と回答した割合が全国・三重県平均を上回っていました。
◉ 小・中学生ともに「運動が好き」と答えた割合はおおむね高く、また体育

の授業が「楽しい」と感じている児童生徒も多い結果となっています。

中学２年生（男子）中学２年生（女子）
調査種目 全国 三重県 亀山市 全国 三重県 亀山市
握力

（kg） 28.89 28.60 28.94 23.82 23.70 24.54
上体起こし

（回） 27.45 26.96 27.71 23.73 23.43 24.75
長座体前屈

（cm） 43.20 43.06 40.01 45.86 46.14 43.02
反復横とび

（点） 51.89 52.37 52.20 46.76 47.38 47.60
20mシャト
ルラン�（回） 85.99 85.34 83.49 59.14 58.83 63.80
50m走

（秒） 7.99 8.04 7.92 8.80 8.87 8.79
立ち幅とび

（cm）194.54 193.77 190.54 168.57 169.17 163.47
ハンドボール
投げ� （m） 20.56 20.66 20.58 12.96 13.31 14.47
体力合計点

（点） 42.11 41.88 41.73 49.97 50.25 51.52

＜今後に向けて＞
　就学前から子どもたちの「体を動かし
たい」という意欲をさらに高めていくこ
とや、児童生徒が体育の授業を「楽しい」
と感じられるよう改善に取り組むこと
で、体力向上につなげていきます。

日常的に運動に取り組み、より良い生活習慣を！
○ 体力・運動能力は子どもの時期に大きく発達し、大人の時期から徐々に低下して

いくと言われます。子どもの時期に、運動習慣や良い生活習慣を身に付け、体力・
運動能力を高めておくことが、生涯の体力・運動能力を保つことにつながります。

○ 運動を習慣化するには、「運動の楽しさや喜びを感じること」が大切です。楽しさ
を味わうことで「運動が好き」になり、結果として「体力が向上」するという循環
が生まれます。

○ 定期的に運動を、そして、「食事」「睡眠」を適度に取り入れた規則正しい生活が
「心と体の健康」の基本になります。ぜひ心掛けて、健康的な毎日を送りましょう。
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　インターネットを利用して、24時間いつでも納
付手続きができます。
対象市税
　�市県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税
利用期間　各税目の各納期限まで
決済手数料　
　納付税額に応じて必要（納税者負担）
納付方法
　�クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、
AMERICAN�EXPRESS、DinersClub）と納税
通知書を用意し、インターネットにつながって
いるパソコンまたはスマートフォンを使って、
「Yahoo! 公金支払い」で手続きしてください。

URLhttp://koukin.yahoo.co.jp/

※通信料などは利用者の負担になります。
※�口座振替を利用中の人は、振替廃止の手続きが
別途必要です。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

※納期限が、土・日曜日、祝日にあたる場合は翌平日が納期限となります。
※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。
※口座振替の開始・変更手続きが完了するまでに約１カ月かかります。納期限が近づくと開始・変更できない場合があります。
※納期内の納付にご協力をお願いします。

問合先 総合政策部税務課（☎84－5009）
生活文化部市民課（☎84ー5006）

①亀山市役所・関支所
②次の金融機関の本店・支店・出張所
○百五銀行　　　　　○三重銀行
○第三銀行　　　　　○北伊勢上野信用金庫
○鈴鹿農業協同組合　○東海労働金庫
○三菱UFJ銀行　　　○りそな銀行
○中京銀行
○ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内）

③コンビニエンスストアなど
※後期高齢者医療保険料と介護保険料の納付はできません。
○セブン-イレブン　　　　　 ○ローソン
○ファミリーマート　　　　　○デイリーヤマザキ
○ヤマザキデイリーストアー　○サークルK
○サンクス　　　　　　　　　○ミニストップ
○コミュニティ・ストア　　　 ○生活彩家
○ポプラ　　　　　　　　　　○スリーエイト
○くらしハウス　　　　　　　○ハマナスクラブ
○セイコーマート　　　　　　○セーブオン
○MMK設置店
○ヤマザキスペシャルパートナーショップ

▪コンビニエンスストアでは取り扱いできないもの

▽金額を訂正したもの

▽バーコードの印字のないもの

▽バーコードが読めないなど受付できないもの

▽金額が30万円を超えるもの

市税等の納付場所 クレジットカードで納付ができます

市県民税 固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料 介護保険料

期別 納期限
口座振替日 期別 納期限

口座振替日 期別 納期限
口座振替日 期別 納期限

口座振替日 期別 納期限
口座振替日 期別 納期限

口座振替日
４月 第１期 ５/１ 第１期 ５/１
５月 全期 ５/31
６月 第１期 ７/２ 第２期 ７/２
７月 第２期 ７/31 第１期 ７/31 第１期 ７/31
８月 第２期 ８/31 第２期 ８/31 第２期 ８/31 第３期 ８/31
９月 第３期 10/１ 第３期 10/１
10月 第３期 10/31 第４期 10/31 第４期 10/31 第４期 10/31
11月 第５期 11/30 第５期 11/30
12月 第３期 12/25 第６期 12/25 第６期 １/４ 第５期 12/25
１月 第４期 １/31 第７期 １/31 第７期 １/31
２月 第４期 ２/28 第８期 ２/28 第８期 ２/28 第６期 ２/28
３月 第９期 ４/１ 第９期 ４/１

平成30年度

◉市税等納期一覧表◉

Yahoo!公金支払い
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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
総合政策部政策課
（☎84－5021）

市
賀
甲伊賀上野NINJAフェスタ2018

～伊賀上野�忍
にんじゃのまち

者市で�遊ぶ春～
水口曳山祭り
～水

みなくち

口囃
ば や し

子にのせて曳山巡行～

　滋賀県の無形民俗文化財に指定されている水口
曳山祭りは、宵宮祭、例大祭と２日間にわたり開催
されます。
　祭りの見どころは、若衆や子どもたちが笛や太鼓
で奏でる「水口囃子」にのせておこなう曳山巡行です。
　東海道50番目の宿場町「水口宿」で行われる水口
曳山祭りに、ぜひお越しください。
と　き

▽宵宮祭…４月19日（木）午後４時～９時

▽例大祭・曳山巡行…４月20日（金）午前９時～午後９時
ところ　水口神社境内など町内一円
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」下車徒歩３分
問合先　甲賀市観光協会・水口まつり保存振興会
　　　　（☎0748－60－2690）

　忍者を満喫できる春の恒例イベント「伊賀上野
NINJAフェスタ2018」が始まります。
　「忍者変身処」や「まちかど忍者道場」のほか、今
年も「忍者フォトキャンペーン」を開催します。イ
ンスタグラムで伊賀上野NINJAフェスタ公式ア
カウント（@igauenoninjafesta）をフォローし、
忍者衣装を着用した画像や動画にハッシュタグ
「#ninjafesta2018」をタグ付けして投稿すると、入
賞者には豪華商品が当たります。
　そのほか、期間中
はさまざまな日替わ
りイベントも開催さ
れますので、ぜひ忍
者気分を楽しみにお
越しください。
と　き　４月７日（土）～５月６日（日）
　　　　（主に土・日曜日、祝日）
ところ　伊賀市街地と上野公園
アクセス　伊賀鉄道「上野市駅」下車すぐ
問�合先　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局
（伊賀市観光戦略課内　☎0595－22－9670[平日]）
※�期間中の土・日曜日、祝日（午前９時～午後６時）
（☎090－7602－9100）

問合先 教育委員会生涯学習課（☎84－5057）

天文台「童
ど ー む

夢」無料開放日
ところ　鈴鹿峠自然の家�天文台「童夢」
内�　容　望遠鏡操作や天体解説を、天文台運
営スタッフが行います。
※雨天・曇天時は中止
　（イベント時は一部内容を変更して実施）
※当日の問合先…☎090－5114－1670
　（教育委員会生涯学習課［鈴鹿峠自然の家］）
※�無料開放日は教育委員会ホームページに
も掲載しています。

開放日（開放時間は午後７時～９時） イベント
４月21日（土） 10月13日（土） ○５月26日（土）

　春の星空観察会
○８月12日（日）
　ペルセウス座
　流星群観察会
○10月13日（土）
　秋の星まつり

５月26日（土） 11月18日（日）
６月16日（土） 12月15日（土）
７月21日（土） １月19日（土）
８月12日（日） ２月16日（土）
９月15日（土） ３月16日（土）

平成30年度
美
し
い
自
然
の
中
で
、

　
星
空
を
眺
め
て
み
ま
せ
ん
か
？
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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　４月19日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時は除く
※受付は午後２時30分まで
ところ
　市役所西庁舎１階第４会議室
※相談は受付順です。

あそびフェスタ in かめやま
亀山市レクリエーション協会
（☎090－8422－4909）

　ニュースポーツ（プラズマカー、
ユニカール、チュックボールなど）、

もよおし
元気丸カフェ

健康福祉部長寿健康課
（あいあい　☎84－3312）

　元気丸カフェは、認知症の人や
その家族、地域住民などが気軽に
集い、お茶などを飲みながら語ら
い、交流を楽しんだり、くつろいだ
りする場所です。お気軽にお立ち
寄りください。
※認知症に関する個別相談も実施
と　き　４月17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。

ストーンペインティング、手作り
玉入れや輪投げゲームなどの“あ
そび”が盛りだくさん！子どもも
大人も皆さんで楽しみましょう。

と　き　５月５日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　西野公園体育館
参加費　１人200円
　　　　（傷害保険料含む）
※当日、会場でお支払いください。
※申し込みは不要です。
持ち物など　上履き、動きやすい服装

問合先 総合政策部政策課（☎84－5123）

　市では、“若者の皆さんと一緒にまちを元気にした
い！”との思いから、平成28年５月に「かめやま若者未
来会議」を設置。市内行事への参加やまちづくり先進地
への視察など、さまざまな活動を行っています。
　今年度も、若者の“チカラ”によって亀山に元気を生
みだすことを目指すとともに、メンバー同士の出会い・
交流につなげられるような場づくりを行っていきます。
　みんなで話し合ったり、情報交換したりしながら、楽
しく活動する仲間を募集しますので、少しでも興味の
ある人はぜひご参加ください！

対�象者　市内に在住または在勤する18歳～35歳
くらいの人
申�込方法　住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、
勤務（通学）先、電話番号、Eメールアドレスを明
記の上、以下の方法でお申し込みください。

▽Ｅメール…seisaku@city.kameyama.mie.jp

▽ファクス…82－9685

▽はがき…〒519－0195　本丸町577
　　　　　亀山市役所�総合政策部政策課あて

～
み
ん
な
で
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
し
合
っ
て
、

　
　
さ
ま
ざ
ま
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に
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し
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
！
～

新
し
い
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間
を
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集
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※�交付要件や補助金額など詳しく
は、産業建設部産業振興課へお
問い合わせください。

水道料金・下水道使用料の支払いで
クレジットカードが利用できます
上下水道部上水道課（☎97－0621）
　事前に水道利用者がクレジット
カード情報を登録することにより、
口座振替と同じように、継続して
クレジットカードで水道料金・下
水道使用料をお支払いできます。
対�象料金　水道メーター口径13mm
または20mmの水道料金・下水道
使用料
※下水道使用料のみは対象外
利�用開始　支払いは登録の翌月ま
たは翌々月からとなります。
利�用方法　スマートフォンやパ
ソコンなどから、ウェブサイト
「Yahoo！公金支払い」にアクセ
スし、登録手続きをしてください。
※�登録には、平成30年４月検針時
以降に発行される「使用水量の
お知らせ」または「納入通知書」
に記載の番号が必要です。
※�利用方法について詳しくは、市
ホームページ（上水道課のペー
ジ）をご覧ください。

補助金申請期限　５月31日（木）
申請書提出先
　産業建設部産業振興課
※�補助金の交付は予算の範囲内と
します。
※�申請方法など詳しくは、産業振
興課へお問い合わせください。

有害獣被害防止対策
補助制度の変更
産業建設部産業振興課
（☎84－5082）

　有害獣による農林作物への被害
防止に向けた防護柵の設置に係る
補助制度を改正します。
　平成30年度から、補助金額を従
来の資材購入費用の４分の３以内
（限度額15万円）を、資材購入費用
の２分の１の額で設置面積に応じ
て限度額を段階的に設定した制度
に変更します。
　また、新たな制度として、２戸以
上が共同して5,000㎡（中山間地域
は3,000㎡）を超える農林地に設置
する場合は、その超える面積に10
円を乗じて得た額を加算して交付
します。
　より大きな範囲で防護柵を設置
すると有利な制度となっています
ので、ぜひご活用ください。

お知らせ
農業振興のための

補助金をご活用ください
産業建設部産業振興課
（☎84－5082）

　市では、意欲ある農業者を次の
事業により支援します。
�耕作放棄地解消事業補助金�
　市内の耕作放棄地を耕作可能な
農地に解消する場合、その費用の
２分の１に相当する額（10a当たり
10万円を上限）を補助します。
対�象農地　耕作放棄地で、６年以
上の利用権設定を行ったものま
たは農地法第３条第１項の許可
をされたもの
※�同一世帯間や親子間などによる
もの、または同一の当事者間で
繰り返し行われたものは除く
�地域特産品発掘等事業補助金�
　将来、「亀山市ブランド」として
販売することを目的に、農作物の
発掘、育成、生産販売に要する費用
（上限額100万円）を補助します。
対�象者　市内に住所を有する農産
物生産者、または市内に住所を
有する農産物生産者を主な構成
員とする団体
共通事項

市立医療センターだより���市立医療センター（☎83－0990）

訪問看護ステーションの愛称が『結（ゆい）』に決定！
　約80件もの応募の中から、市立医療センター訪問看護ステーションの愛称が
『結（ゆい）』に決定しました。
　市内外から多くの人にご応募いただき、ありがとうございました。
　今後はこの愛称が地域の方々に親しまれるよう、住みなれた自宅で、本人や家
族が安心して生活できるお手伝いができるように努めていきます。
※愛称決定は、市立医療センターで選定の上、決定させていただきました。

　訪問看護は、看護師職員が自宅へ訪問し、看護を行います。サービス内容は、訪
問看護師が本人や家族と話し合いながら、かかりつけ医やケアマネジャーなどと
連携し、看護計画を立てて進めていきます。
　訪問看護は、要介護認定を受けている人、または一定の障がい・病状がある人で
かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた場合にご利用できます。
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�児童扶養手当�
　ひとり親家庭等の保護者に児童
扶養手当を支給します。
支�給対象者　配偶者の死亡もしく
は障がい、または離婚などで、子
ども（18歳になってから最初の
３月31日まで、または一定の障
がいのある人は満20歳未満）を
養育している人
支給額（月額）

▽子ども１人の場合
　全部支給…42,500円
　一部支給…42,490円～10,030円

▽子ども２人目の加算額
　10,040円～5,020円

▽ �子ども３人目以降の加算額
　6,020円～3,010円
※�養育する子どもの人数や支給対
象者の所得などにより受給額が
決まります。
※�前年の所得などが一定額以上あ
る場合は、手当は支給されません。
�高等学校通学費援護金�
　児童扶養手当支給世帯の人で子
どもが高等学校などに通学する場
合、１カ月の通学定期券の２分の
１の額（上限月額3,000円）を支給
します。
持�ち物　通学定期券、学生証の写
し、印鑑、保護者名義の預金通帳
※�支給は申請のあった月から対象
となります。
※申請は毎年度必要です。
�ひとり親家庭等日常生活支援事業�
　ひとり親家庭であり生活保護世
帯、市民税非課税世帯または児童
扶養手当支給世帯の人で、技能取
得のための通学、疾病、看護、事故、
冠婚葬祭、出張などの理由により
日常生活に大きな支障が生じてい
る場合に、家庭生活支援員を派遣
するなどして、一時的に生活援助
や子育て支援を行います。
※事前に申請が必要です。
※�利用料金は世帯収入に応じて異
なります。

浄化槽整備事業 補助金額の変更
上下水道部下水道課（☎97－0628）
　合併処理浄化槽の設置に係る補
助制度を改正し、平成30年度から
設置する浄化槽の補助金額を変更
します。
※�交付要件や補助金額など詳しく
は、上下水道部下水道課へお問
い合わせください。
※�浄化槽整備事業補助金は、これ
まで環境産業部環境保全室（総
合環境センター）で担当してい
ましたが、平成30年４月からは
上下水道部下水道課（関支所２
階）で担当します。

ひとり親家庭の人への
給付金・福祉資金貸付など
健康福祉部子ども未来課
（あいあい　☎96－8822）

�福祉資金貸付�
　経済的自立を助けるため、低利
または無利子で、就学支度資金や
修学資金などを貸付します。
対�象者　配偶者がいなく20歳未満
の児童等を扶養している人、ま
たは寡婦の人
※所得制限などがあります。
�自立支援教育訓練給付金�
　仕事に必要な資格や技術を身に
付けるため、指定した講座を受講
するために要した費用の一部を支
給します。
支給額　受講費用の60％
　　　　（上限額200,000円）
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。
�高等職業訓練促進給付金�
　安定した生活ができる職業に就
くため、就職に有利な資格取得の養
成機関で１年以上就業する場合に
支給します（給付上限期間３年間）。
支給額（月額）

▽非課税世帯…100,000円

▽課税世帯…70,500円
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。

新生児聴覚スクリーニング検査の
一部助成を行います
健康福祉部長寿健康課

（あいあい　☎84－3316）
　赤ちゃんの出生後に初めて行う
新生児聴覚スクリーニング検査
（聴覚に問題がないかを検査）の費
用を一部助成します。
対象検査　次のいずれかの検査

▽自動聴性脳幹反応検査（AABR）

▽聴性脳幹反応検査（ABR）

▽耳音響放射検査（OAE）
対�象者　平成30年４月以降に対象
検査を受診し、受診日当日に亀
山市に住所を有する児
※保険診療で受診した場合は除く
助成額　3,000円上限
申請期限　平成31年３月29日（金）
※�申請方法など詳しくは、健康福
祉部長寿健康課へお問い合わせ
ください。

産婦健康診査の一部助成を行います
健康福祉部長寿健康課

（あいあい　☎84－3316）
　出産後間もない時期のお母さんの
体と心の健康状態を確認する産婦健
康診査の費用を一部助成します。
対�象健康診査　おおむね産後２週
間と産後１カ月に受ける産婦に
対する健康診査
※�市が指定した健診内容をすべて
受診した場合に限る
対�象者　平成30年４月以降に対象
健康診査を受診し、受診日当日
に亀山市に住所を有する人
実施回数　１人２回まで
　（産後２週間と産後１カ月）
実施場所　実施医療機関
※�市が指定した健診内容を実施して
いない場合は対象外となります。
助成金額　１回5,000円上限
申請期限　平成31年３月29日（金）
※�申請方法など詳しくは、健康福
祉部長寿健康課へお問い合わせ
ください。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

申請期間　
　４月１日～平成31年３月31日
申�請方法　健康福祉部長寿健康課
にある申請書に必要事項を記入
の上、申請してください。
※�申請書は、市ホームページ（長寿
健康課のページ）からもダウン
ロードできます。

世帯の人

▽市内に住所を有する人

▽ �65歳以上の人（対象期間に65歳
になった人を含む）

▽要介護４または５であった人

▽ �介護保険のサービス（１週間程
度の短期入所生活介護などは除
く）を受けなかった人

▽ �疾病または負傷により医療機関
に入院（１週間程度の入院は除
く）しなかった人

家族介護慰労金を支給します
健康福祉部長寿健康課
（☎84－3312）

　在宅での介護の負担が大きい家
族へ、慰労金（10万円）を支給しま
す。
対象期間　平成29年４月１日～
　平成30年３月31日
対�象者　対象期間で次のすべてに
該当する高齢者と同一の世帯に
属し介護していた市民税非課税

図書館だより（４月）�� 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『PTAグランパ！』　
中澤日菜子／著
KADOKAWA（2016年６月刊）
　大手家電メーカーを定年退職し
た、いわゆる元「モーレツ社員」の
武
む そ

曾勤。商社勤めの娘が、孫娘とと
もに出戻ったことで小学校PTAの
副会長を務めることに。

図書館の本棚から

『すみれちゃんのお片づけ12カ月』
渡辺ゆき／文　小林キユウ／写真
岩崎書店（2017年12月刊）
　子どもによる、子どものためのお
片づけ本。４月から３月までの１年
を通して、机まわりや本棚の整理、
学校で使うものの管理など、子ども
の生活に必要な「お片づけのすべ
て」を紹介する。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

おはなしの会
　４月７日（土）�午後２時～　市立図書館（児童室）
　４月11日（水）�午後３時～　関文化交流センター（和室）
マミーズの大人による大人のための読み聞かせ
　４月７日(土）�午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会　
　４月18日（水）�午後３時～　関文化交流センター（研修室）
テレホン童話（☎83－0874）［３分間の創作童話］
　４月１日～15日�ゆえちゃんのおるすばん（久野陽子）
　４月16日～30日�タンポポたんぽ（北川たかこ）
休館日
　市立図書館…毎週火曜日、27日（金）
　関図書室…２日（月）、９日（月）、16日（月）、23日（月）、27日（金）

　市内に在住する人、市内の学校や
事業所に在学・在勤する人であれば、
年齢を問わず「図書貸出券」を作り、
本を借りられます。図書貸出券を作
成する際は、運転免許証や学生証な
どの身分証明書をご持参ください。

～新着だより～
●孤島の祈り／イザベル・オティシエ
●鉄塔おじさん／黒木渚
●魔

ま て い

邸／三津田信三
●沸

ボイルドフラワー

点桜／北原真理
●エンディングノート／山本譲司
●さよなら、ぼくらの千代商店／中山聖子
●まいごのてがみ／石井睦美
●アナゴたいそう／うさやまみやこ
●フルスイング！／くすのきしげのり
●栄養とカラダ／石倉ヒロユキ
●鉄道写真が語る昭和
　／「旅と鉄道」編集部
●患者の心がけ／酒

さ こ う

向正春
●高校生ワーキングプア
　／NHKスペシャル取材班
●まちづくりの非常識な教科書／吉川美貴
●五感を育てるおむつなし育児／三

み さ ご

砂ちづる
ほか439冊
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性がある高齢者を介護する人や
その家族
交�付枚数　対象高齢者１人あたり
耐洗ラベル30枚＋蓄光シール10枚
費　用　無料　
※追加交付は実費負担となります。
申�請方法　健康福祉部長寿健康課
にある申請書に必要事項を記入
の上、申請してください。
※�申請書は、市ホームページ（長寿
健康課のページ）からもダウン
ロードできます。

「徘徊高齢者見守りシール」を
交付します

健康福祉部長寿健康課
（あいあい　☎84－3312）

　認知症等で徘徊が見られる人が
行方不明になったときに、発見者
が家族などへ連絡できる専用サイ
トにつながるQRコードが印字さ
れたシールを交付します。
　高齢者の衣服、靴、つえ、かばんな
どの持ち物に貼って使います。発見
者がQRコードを読み取ると、家族
などに読み取られたことがメール
で自動通知され、24時間365日、伝言
板を通じて連絡を取り合えます。
見�守り対象高齢者　次のすべてに
該当する人
①�市内に住所を有する在宅の65歳
以上で、徘徊により行方不明と
なる可能性がある人
②�介護保険の要介護・要支援者ま
たは認知症と診断された人
見�守りシール交付対象者　
　�徘徊により行方不明となる可能

平成29年度コミュニティ助成事業
生活文化部まちづくり協働課

（☎84－5007）

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの収益金をもとに社会貢献広
報事業を実施しています。
　平成29年度は、椿世町自治会集
会施設の建設と備品が宝くじの助
成金で整備されました。
●（一財）自治総合センターホームページ
URL�http://www.jichi-sogo.jp/

問合先 健康福祉部長寿健康課（☎84－3312）・地域福祉課（☎84－3313）、生活文化部地域観光課（☎96－1212）

　高齢者と重度障がい者（児）の社会活動
を支えるために、タクシー料金の一部を助
成します。
　タクシー料金助成事業乗車券（タクシー
券）を希望する人は申請してください。

＜利用の際の注意点＞
●タクシー券の利用は、助成を受けた本人に限ります。
●�１回の乗車につき2,000円を限度として、協力タク
シー会社で使用できます。
●�乗車・降車地の両方、またはいずれかが亀山市内の
場合に使用できます。
●�タクシー券の交付は１人につき年度内１回で、再交
付はしません。
●�タクシー券を他人に譲渡したり、売買や換金したり
することはできません。
●�不正使用の場合は、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。

申�請に必要なもの　印鑑、対象者であることを証明
するもの（被保険者証、障害者手帳など）
申請場所　健康福祉部長寿健康課（あいあい）
　　　　　健康福祉部地域福祉課（あいあい）
　　　　　生活文化部地域観光課（関支所）
※加太出張所でも申請書を受付します。
　（交付は後日郵送）
※�申請書は各申請場所にあります。また、市ホーム
ページ（長寿健康課のページ）からもダウンロー
ドできます。
※�申請場所へお越しいただけない場合は、郵送での
交付申請もできます。詳しくは、長寿健康課また
は地域福祉課へお問い合わせください。

対象者 金額（年間）
満75歳以上の人 10,000円
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（自動車税の減免制度・燃料
費助成制度が適用されている人は対象外）

15,000円（じん臓機
能障害１級の身体障
害者手帳を所持して
いる人は45,000円）

平成30年度  タクシー券を交付します
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

歴史博物館だより（4月） 歴史博物館（☎83－3000）

＜企画展示室＞
第30回企画展

「学生がひもといた亀山 ～亀山高校郷土史クラブ～」
と　き　４月21日（土）～６月10日（日）
内�　容　亀山高等学校には、かつて「郷土研究会（郷
土史クラブ）」があり、市域の多数の遺跡調査にも携
わっていました。クラブの活動を紹介しながら、地
域の学生が明らかにしてきた亀山の歴史に焦点を
あてます。

企画展示観覧料　無料

＜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
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
※第３日曜日（家庭の日）は無料
※14日（土）（県民の日）は無料

ところ　歴史博物館講義室　　　　　　　　　　時　間　午後１時30分～３時
定　員　36人（①古文書解読基礎講座は30人）�　受講料　無料
申込方法　４月１日（日）～30日（振休）に歴史博物館へ電話でお申し込みください。

共通
事項

①古文書解読基礎講座
と　き　５月～12月の毎月第２日曜日（全８回）
内�　容　歴史博物館に所蔵する古文書の中で、亀
山市に関係する江戸時代の古文書を、一文字ず
つ、くずし字解読辞典を引きながら読み解いて
いきます。

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

③村・町の古文書を読む
と　き　５月～12月の毎月第４土曜日(全８回）
内�　容　市域に残る近世・近代の村や町に関する
古文書を中心に読んでいきます。平成30年度の
最初のテキストは助

すけごう

郷にまつわる「廻
かいじょう

状」です。
対�象者　古文書の基礎を学ばれた人（前年度まで
に古文書解読基礎講座を受講した人）

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

②読む・聞く・読み解く、加藤秀繁日記
と　き　５月～12月の毎月第４日曜日（全８回）
内�　容　江戸時代に亀山城主だった石川家の家
臣、加藤秀繁の日記を読み解きます。輪読に参加
するのが難しい人でも、お気軽にご参加いただ
けます。
持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

④一緒に読もう古代史料教室
と　き　５月～12月の毎月第２土曜日（全８回）
内�　容　皆さんで漢和辞典を引いて、漢字や語句
の意味を調べて漢文史料を読み進めます。平成
30年度は、『日本書紀』に書かれたヤマトタケル
の記事をとりあげます。
持ち物　漢和辞典
　（自宅にあるものをご持参ください）

講座受講生を募集！

【展示案内を行います】
　展示担当者が企画展を案内します。
※申込不要、会場へ直接お越しください。
と　き　５月６日（日）
　　　　午後１時30分～２時30分
ところ　歴史博物館企画展示室

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、16日（月）～
20日（金）（展示入れ替えのため）
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各種検診・教室
大人のチアダンス体験教室
東野公園体育館（☎83－1888）
　大人向けの体験教室を開催！体
を使って、思いきりダンスを踊る
ことが健康の秘訣になりますよ。
と　き　４月17日（火）
　　　　午後７時30分～
ところ　東野公園体育館会議室
講�　師　日本コアコンディショニ
ング協会認定インストラクター
　古賀仁美さん
対象者　50歳以上の女性
定　員　15人（先着順）
参加費　500円（スポーツ保険料含む）
持�ち物など　体育館シューズ、飲
み物、タオル、動きやすい服装
申込開始日　４月１日（日）
申�込方法　参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。
最少催行人数　５人

不正大麻・けしについて
県鈴鹿保健所衛生指導課
（☎059－382－8674）

　県では、「県民参加による不正大
麻・けしクリーンアップ運動」とし
て、４月～６月にかけて、法律で栽
培や所持が禁止されている大麻・
けしの除去活動を行っています。
　自生している不正けしなどを見
かけたり、鑑別に迷ったりしたと
きは、県鈴鹿保健所衛生指導課へ
ご連絡ください。
不正けしの特徴

▽ �葉の色は、ろう質を帯びている
白っぽい緑色

▽葉のつけ根が茎を抱き込んでいる

▽茎や葉の毛が少ない

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会事務局社会教育・文
化財保護課（☎059－224－2999）
と�　き　５月８日（火）、７月17日
（火）、９月18日（火）、11月６日
（火）、平成31年２月12日（火）
ところ　県津庁舎
　　　　（津市桜橋3－446－34）
受付時間　午前10時～11時30分
　　　　　午後１時～２時
手数料

▽新規登録…１件につき6,300円

▽登録証再交付…１件につき3,500円
※�審査後に県津庁舎内で販売して
いる三重県収入証紙を購入
持�ち物　銃砲刀剣類（警察署に発
見届出済み）、銃砲刀剣類発見届
出済証（警察署発行）、運転免許
証などの本人確認ができるもの
※�登録審査について詳しくは、県教
育委員会事務局社会教育・文化財
保護課へお問い合わせください。

消防用設備（消火栓ボックス等）
設置費補助金の申請について
消防本部消防総務課（☎82－9491）
　市では、初期消火の促進を図る
ことを目的に、市内の自治会が消
防用設備（消火栓ボックス等）を新
規に備える場合や、老朽化により
更新する場合に、設置費の一部を
補助します。
申請期間　４月１日（日）～
申請場所　消防本部消防総務課
　　　　　（亀山消防庁舎２階）
補助率　３分の２以内
※�申請方法など詳しくは、消防本
部ホームページ（消防総務課の
ページ）をご覧ください。
そ�の他　ホースの定期的な点検を
行うなど、資機材の維持管理に
努めてください。

農業者の皆さんへ
収入保険制度が始まります！
三重県農業共済組合三泗鈴亀支所
（☎059－327－5900）

　収入保険制度は、品目の枠にとら
われず、自然災害による収量減少だ
けでなく、価格低下なども含めた収
入減少を補償する仕組みです。
対�象者　青色申告（簡易な方式を
含む）を行っている農業者（個
人・法人）
補�償内容　米、麦、大豆、野菜、茶、
花
か き

卉、果樹など、農業者が自ら生
産した農産物の販売収入全体が
補償対象
※�補償限度額などは複数の割合の
中から選択できます。
加�入申込　平成30年秋から加入申
請を行い、平成31年１月から保
険期間が開始します。
※�加入手続きなど詳しくは、三重
県農業共済組合三泗鈴亀支所へ
お問い合わせください。
そ�の他　NOSAI三重ホームペー
ジで収入保険の試算ができます。

URL�http://www.nosaimie.or.jp/
NOSAI 三重

３月30日（金）～４月５日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「中央公民館講座の受講者募集」
●エンドコーナー「市内の風景」
４月６日（金）～12日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「市の組織・機構の再編について」
　「歩行者にやさしいまちづくり」
●エンドコーナー「市内の桜」

※�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。

パパヴェル・
ソムニフェルム種

パパヴェル・
セティゲルム種
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　平成30年度の狂犬病予防集合注射を右表のと
おり実施します。飼い犬はすべて登録し、生後90
日を経過している犬は、狂犬病予防注射の接種を
毎年必ず受けてください。

※�市に登録がある犬の飼い主あてに「狂犬病予防
注射のお知らせ」（はがき）を送付しました。
必要事項を記入の上、おつりのないように手数
料を準備して当日会場へ持参してください。
※�新しく飼い始め、犬の登録（生涯に１回）をする
人は、登録手数料として別途3,000円が必要

◉次の病院でも予防注射と犬の登録ができます

▽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）
※�注射料金は、集合注射と異なる場合があります
ので、各病院へお問い合わせください。

◉市外の動物病院で予防注射を受けた場合
　注射済票を交付しますので、動物病院発行の
「狂犬病予防注射済証」を生活文化部環境課（環境
創造グループ・総合環境センター４階）または生
活文化部地域観光課（地域サービスグループ・関
支所１階）へ持参してください。

◉飼い主の変更・犬の死亡などの場合
　お知らせのはがき、登録時の犬の鑑札、過去に
受け取った注射済票を持参して、集合注射会場、
環境課（環境創造グループ・総合環境センター４
階）または地域観光課（地域サービスグループ・関
支所１階）へ届け出てください。

と�き 会　場 時　間

4/23
（月）

栄町公民館 13：15 ～13：35
井田川地区南コミュニティセンター（和田町）13：45 ～14：05
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町）14：15 ～14：35
みずほ台幼稚園送迎用駐車場 14：45 ～15：05
みずきが丘集会所 15：15 ～15：35
田村公民館 15：45 ～16：00

4/24
（火）

野村地区コミュニティセンター ９：15 ～９：35
布気神社 ９：45 ～10：05
鈴鹿農協亀山神辺支店 10：15 ～10：35
道野公民館 10：45 ～11：05
北東地区コミュニティセンター 11：15 ～11：30
本町地区コミュニティセンター 11：40 ～12：00

4/25
（水）

林業総合センター ９：20 ～９：35
下加太公民館跡 ９：45 ～９：55
関ヶ丘集会所 10：10 ～10：25
東の追分駐車場 10：40 ～11：00
関文化交流センター 11：10 ～11：35
関町北部ふれあい交流センター 11：45 ～12：00

4/26
（木）

城北地区コミュニティセンター ９：15 ～９：35
白川地区南コミュニティセンター ９：45 ～10：00
小川生活改善センター 10：10 ～10：30
鈴鹿農協安坂山出張所跡 10：50 ～11：10
野登地区コミュニティセンター 11：25 ～11：45
辺法寺営農組合集会所 11：55 ～12：15
川崎地区コミュニティセンター 13：30 ～13：55
能褒野公民館 14：05 ～14：25

4/27
（金）

鈴鹿農協昼生出張所 ９：30 ～９：50
南部地区コミュニティセンター 10：05 ～10：20
天神・和賀地区コミュニティセンター 10：30 ～10：45
東部地区コミュニティセンター 10：55 ～11：15
御幸地区コミュニティセンター 11：25 ～11：40

狂犬病予防注射・
狂犬病予防注射済票交付手数料 3,200 円

＜狂犬病予防集合注射の日程表＞

問合先 生活文化部環境課（☎96－8095）

狂
犬
病
予
防
注
射

お
忘
れ
な
く
！
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番号を明記の上、亀山市レクリ
エーション協会へファクスまた
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。
※�各開催日に会場でも参加受付を
します。

亀山学校
～認知症・介護予防について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　４月12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　田中内科医院
　　　　院長　田中英樹さん
対�象者　医療・介護・福祉や介護予
防などに関心のある人

夜ヨガ教室
亀山市レクリエーション協会

（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
と　き

▽ �前期…５月10日～７月５日の
　毎週木曜日（全９回）

▽後期…９月13日～11月８日の
　毎週木曜日（全９回）
※いずれも午後７時30分～９時
ところ　亀山東小学校体育館
対象者　17歳以上の人
参加費　無料
※�入会費と傷害保険料が別途必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
持�ち物など　ヨガマットまたはバ
スタオル、飲み物、タオル、動き
やすい服装
申込期限　５月６日（日）
申�込方法　住所、氏名、年齢、電話

参加費　無料　
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

大人の健康塾
～介護予防に取り組もう！～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　４月13日（金）
　　　　午後１時30分～３時
と�ころ　井田川地区南コミュニ
ティセンター
講　師　亀山在宅介護支援センター
　社会福祉士　川戸友紀さん
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、飲み物

財政援助団体等監査
指定管理者監査
結果報告（平成29年度）
　平成29年度の「市が補助金等を交付している団体
などを監査する財政援助団体等監査」、「公の施設の
管理に関する指定管理者監査」を実施しました。
　その結果を、平成30年１月31日に市長と市議会へ
報告しましたので、概要をお知らせします。
　　【亀山市監査委員　渡部�満、中﨑孝彦、国分�純】

財政援助団体等監査
監査実施日　平成29年11月20日・21日
監査対象期間　平成28年４月１日～平成29年３月31日
監査対象　

監�査の方針　財政的援助等に係る出納その他の事務
の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼
において実施
監査の結果　おおむね適正に処理されていた。 問合先 監査委員事務局（☎84－5051）

対象団体 所管室
昼生地区まちづくり協議会

市民文化部
地域づくり支援室南部地区まちづくり協議会

北東地区まちづくり協議会

亀山東小学校区学童保育所
児童クラブとちの木

健康福祉部
子ども総合センター
子ども家庭室

三幸・スポーツマックス
共同事業体

市民文化部�文化振興局
文化スポーツ室

対象団体 所管室
公益財団法人
亀山市地域社会振興会 企画総務部�企画政策室

社会福祉法人
亀山市社会福祉協議会 健康福祉部�地域福祉室

一般社団法人
亀山市観光協会

市民文化部�関支所
観光振興室

亀山市土地開発公社 建設部�用地管理室

指定管理者監査
監査実施日　平成29年11月28日・30日
監査対象期間
　平成28年度、平成29年度（４月１日～９月30日）
監査対象

監�査の方針　管理に係る出納、その他の事務の執行
が適正かつ効率的に行われているかを主眼におい
て実施
監査の結果　おおむね適正に処理されていた。
指摘事項
　�（所管室）市民文化部文化振興局文化スポーツ室
亀山市運動施設等条例施行規則第４条第２項の規
定に基づく運動施設個人利用券の交付にあたり、
交付枚数および利用料金の適正な管理を行うた
め、利用券と控えに通し番号をつけるなどの改善
を図られたい。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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（☎83－5920）
　『五つ』の健康体操を、皆さんで
楽しく行います。
と�　き　４月の毎週火曜日（４月
３日、10日、17日、24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
　　　　（羽若町645－14）
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
※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

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）

　うたごえは脳の活性化を促し、
気持ちを高揚させます。お茶や会
話を楽しみながら、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歌い
ましょう。
と�　き　４月13日（金）、17日（火）、
24日（火）
※いずれも午後１時30分～３時
ところ
　野村地区コミュニティセンター
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
※１回からでも参加できます。
申�込方法　各開催日までに、野村
きぼう苑へ電話でお申し込みく
ださい。

介護予防教室
～健康体操・認知症予防～
（福）安全福祉会（☎83－1294）
と　き　４月の毎週木曜日（４月
　５日、12日、19日、26日）
※いずれも午後１時30分～３時

対象・定員
　亀山市または鈴鹿市に在住で、

▽40歳以上65歳未満の人…１人

▽65歳以上の人…１人
※年齢は平成30年４月１日時点
内�　容　運営委員会（年３回程度）
での、第７期介護保険事業計画
の進捗状況確認、地域包括支援
センターに関する事項の審議、
指定地域密着型サービス事業所
等の指定に関する審議、第８期
介護保険事業計画策定における
審議など
任�　期　委嘱日（平成30［2018］年
５月頃）～2021年３月31日
報�　酬　鈴鹿亀山地区広域連合規
定による
申込期限　４月20日（金）午後５時
申�込方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、鈴鹿亀山地区広域連
合介護保険課（〒513－0801
　�鈴鹿市神戸一丁目18－18　鈴鹿
市役所西館３階）へ郵送、ファク
ス、Ｅメール（ skkaigo@mecha.
ne.jp）、または直接お申し込みく
ださい。
※�応募用紙は介護保険課で配付、
または鈴鹿亀山地区広域連合
ホームページ（URLhttp://www.
suzukakameyama-kouiki.jp/）か
らもダウンロードできます。

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。

募　集
介護保険運営委員会

市民委員を募集します
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（☎059－369－3204、FAX059－
369－3202）
　平成30年度から３年間における
介護保険事業の適正な運営を図る
ための介護保険運営委員会に参画
いただく市民委員を募集します。
※�委員は、市民委員のほかに学識
経験者などで構成されます。

※（　）内は前年同期比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成30年交通事故発生状況
（2月末時点・亀山署管内）

12件（－9） 0人（±0） 14人（－13） 235件（－11）

亀山警察署（☎82－0110）

春の全国交通安全運動の実施

運動の期間　４月６日（金）～15日（日）の10日間
運動の重点

▽子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

▽自転車の安全利用の推進

▽全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

▽飲酒運転の根絶

19広報かめやま　平成30年4月1日号



参加費　各回1,000円
　　　　（昼食、飲み物代を含む）
�アート教室�
と　き　毎月第３日曜日
　　　　午前10時～正午
内�　容　障がいのある子（人）もない
子（人）も一緒になっての創作活動
参加費　各回1,000円（材料費含む）
�お菓子・パン作り教室�
と　き　毎月第３木曜日
　　　　午前10時～午後１時30分
内�　容　障がいのある子（人）もな
い子（人）も一緒になってのお菓
子・パン（手ごねが基本）作り
参加費　各回1,800円（材料費含む）
※�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・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎・FAX［共通］83－4956、
　 y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

NPO着付け三重 受講者募集
�着付け�
とき・ところ

▽ �４月～６月の第１・３月曜日と
第２・４水曜日…市民協働セン
ター「みらい」

▽ �４月～６月の第１・３土曜日…
関文化交流センター
※いずれも午前10時～正午
参�加費　１回500円（３カ月分をま
とめてお支払いください）
�やさしい組みひもと手織り�
と　き　第２・４水曜日
　　　　午後１時～３時
ところ　市民協働センター「みらい」
参加費　１回1,000円
申込・問合先　NPO着付け三重
　（草川　☎090－7046－2329）

楽しく茶道を体験しませんか？
裏千家 お稽古のご案内
　堅苦しいと思われがちな茶道で
すが、まずは普段着感覚で一緒に始

めませんか？少しでも興味のある
人は、お気軽に見学しに来てくださ
い（初回は参加費無料、服装自由）。
と　き　毎月第３金曜日
　　　　午前10時～正午
ところ　青少年研修センター和室
参加費　１回1,500円
　　　　（茶、菓子代などを含む）
※小さなお子さんの同伴も可
申込・問合先　茶こ～る
　（小林　☎090－8953－6444）

ヨイハデー特別企画
歯のこと何でも電話相談
　日頃から気になっている歯に関
する悩みを、歯科医師が電話で直
接回答します。入れ歯、インプラン
ト、小児歯科、歯周病など、お気軽
にご相談ください。
と　き　４月15日（日）
　　　　午前10時～午後３時
相談受付電話番号（当日のみ）

▽☎059－225－1071

▽☎059－225－8747
相談料　無料（通話料はかかります）
問合先　三重県保険医協会
　　　　（☎059－225－1071）

いい人見つけて結婚しよう！
～結婚を希望する男女の

楽しい出会いの場～
　同じ趣味や人生感などを持った
気の合う人を見つけましょう。
と　き　５月５日（祝）
　　　　午後０時30分～４時
※受付は午前11時30分～
と�ころ　三重県生涯学習センター
４階大研修室（県総合文化セン
ター内）
対�象者　20歳代～40歳代で配偶者
のいない人
参加費　1,000円
※当日、会場でお支払いください。
※申し込みは不要です。
問合先　津シルバークラブ
　（本田　☎090－7310－3753）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

「亀山宿語り部」による
楽しい現地案内

と　き　４月19日（木）
　　　　午後１時30分～２時30分
集合場所　亀山市歴史博物館前
内　容　「亀山古城と愛宕山」
　　　　（語り部　近藤義則さん）
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）

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）

ランチトーク＆教室 参加者募集
　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」。４月から、
あいあいで開催するランチトーク
や教室の参加者を募集します。
�ランチトーク�
とき・内容
①�４月16日（月）…障がい者の働く
未来を考える（就労移行支援事
業所元支援員）
②�５月14日（月）…県立城山特別支
援学校の保護者とお話タイム
※いずれも午前10時～午後０時30分
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TOPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

2�24 亀山市植樹祭
　緑豊かな環境づくりと市民の緑化意識の向上を目的に、
神辺小学校グラウンドと太岡寺畷で「亀山市植樹祭」を開
催し、地域住民など約60人が参加しました。卒業記念とし
て神辺小学校６年生がヒガンザクラを、また参加者の皆さ
んで太岡寺畷にソメイヨシノを植樹しました。

高
たか は し

梁市との歴史・文化交流
　江戸時代に伊勢亀山藩との藩主交代があった歴史
を共有する岡山県高梁市の関係者20人を亀山市に
お招きし、歴史・文化交流イベントを開催。会場と
なった市文化会館では、子ども能の披露、城主の交
換転封をテーマにしたミュージカルの上演、両市長
の対談、高梁の松山踊りと亀山の灯おどりの披露・
交流などが行われました。また、高梁市と亀山市の
物産販売などもあり、多くの人でにぎわいました。

　白川小学校で、全児童47人と地域の方々によって、校庭にある炭
焼き窯が約10年ぶりに修復されました。参加した児童たちは地域の
方々の指導のもと、窯の天井部の土壁をスコップや木製のハンマーで
たたき、土の中の空気を抜いて固めていました。
※�完成した後には、窯に火入れをして焼いた炭をみんなで分けたり、
地域の行事で出品されたりするそうです。

　鈴鹿市に拠点を置くラグビートップリーグの「ホンダヒート」の選手２人
が亀山東小学校を訪問し、６年生約60人を対象に「夢授業」が行われました。
選手から、目標を実現するために努力してきたこと、夢に向かってチャレン
ジすることの素晴らしさなどの話を聞き、中学校へ進学する６年生にとっ
て夢や今後の目標を考える良い機会となりました。

2�25

3�12
白川小学校で
炭焼き窯

が ま

を修復

亀山東小学校で
ラグビー選手による「夢授業」

3�15
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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　3月1日現在　●総人口 49,751人（前月比－138）　●男 24,967人（前月比－62）　●女 24,784人（前月比－76）　●世帯数 21,198世帯（前月比－68）

褒
ほ

められ…始めた絵のある人生！

市民記者　松村　正さん

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（☎84－5021）までご連絡ください。

生まれてきてくれてありがとう。大好き！

　先生の「ちょこっと」褒める
言葉が、小学校１年生の子ど
もの心に大きな励みとなり、
絵を描くことが大好きになる
人生が始まりました。

　絵を描くこと67年！生活の一部となり、生き
生きと楽しまれている田村町の原君子さんに
伺ってみました。
　図画の時間に“赤い椿一輪”をクレヨンで描い
てみると、緑の葉っぱに日の光が当たり反射する
色彩を考え、きれいに仕上げることができたそう
です。それを先生に褒められたことで嬉しくなり、
一生懸命に絵を描くようになり、「年２回の写生
大会には廊下に張ってもらうことが嬉しく、特に
春の絵が得意でした」と当時の様子を思い浮かべ
て、笑顔で話されました。
　「嫁いでからも家族の理解があり、日展やさま
ざまな人の個展、美術館、図書館などへ出掛け、

独学で油絵の勉強を
しました」と熱い気持
ちが聞けました。
　描く絵のサイズは
50号、100号で、１カ
月から３カ月かかる
こともあり、県展・市
展に出品することで多くの人に見てもらえ満足
しているそうです。
　また、友人の増田ハツミさんからは、「絵を見れ
ば作者の気持ちを感じるほど、うまく描かれてい
ます」と感想を伺うこともできました。
　「生 涯、筆 と ペ ン は 離 さ な い 」「元 気 の 源 は

リュックを背負い歩い
ていることかな」と話
され、最近は詩も勉強
されているそうです。
見習わなければと思い
ました。

これからもスクスク元気に育ってね♡
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