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　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）
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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
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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
！

平
成    

年
度

30
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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
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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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