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主 な 内 容

新緑鮮やかな一番茶
爽快に新芽を摘む

　４月12日、亀山高校の生徒（総合生活科
２年生）が、中の山パイロット（太森町）で、
茶摘みを体験。広大な茶畑のなかで新芽を
丁寧に手摘みし、亀山市の特産品である
お茶に親しんでもらう良い機会となりました。



亀山市乗合タクシーとは?

10月１日（月）から
乗合タクシーの
運行が始まります！

　地域公共交通の充実を図るために、４輪運転免許を持たない65歳以上の人や心
身的な理由で自動車を運転できない人などの利用者の予約に応じて、他の人と乗
り合いにより、あらかじめ定めた出発地（地域停留所）から目的地（市内の公共施
設、鉄道駅などの特定目的地停留所）まで、利用しやすい料金で運行するサービス

運行開始時期　10月１日（月）～
利用対象者　
　�亀山市民で、運行車両への乗り降りに介助などが
必要なく、次のいずれかに該当し、事前に利用登録
をされた人

①満65歳以上満75歳未満で４輪運転免許がない人�
②満75歳以上の人
③４輪運転免許を自主返納した人�
④心身的な理由で４輪運転免許を取得できない人�
⑤心身的な理由で自動車を運転できない人
運行形態
　�利用者の予約に応じて、他の人と乗り合いにより、
定められた出発地（地域停留所）から目的地（特定
目的地停留所）までを運行
運行日　月～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始
　［12月29日～１月３日］は運休）
運行時間　午前10時～午後３時
運行車両
　運行事業者が所有するセダン型のタクシー車両

出発地と目的地
　�各自治会１～２カ所程度を出発地（地域停留所）と
します。なお、目的地（特定目的地停留所）は、原則
として市内の公共施設とします。

※�民間施設については、負担金（年間50,000円）をご
負担いただくことで目的地に追加します。
利用料金　
　乗降場所に応じて１人500円、1,000円、1,500円
※乗り合いとなった場合は、
　　　　　　　　　１人400円、　800円、1,200円
※料金は乗務員に直接支払います。
※�乗降場所ごとの料金は、今後作成するパンフレッ
トなどに掲載します。

　　
　�　８月～９月に各地区コミュニティセンター、市
役所、関支所、あいあい、加太出張所を会場に、乗
合タクシーについての説明会を開催します。

　�　また同時に、利用登録の申請受付を行います。
　※�説明会の日程などは、広報かめやま７月16日

号でお知らせします。

乗合タクシーの概要

―
利
用
方
法
ー

①電話で予約します
①名前、電話番号、
　利用カードに記載の登録番号
②利用したい日時
③出発地（地域停留所）、
　目的地（特定目的地停留所）
　　　　　をお伝えください。

②確認の電話が入ります
利用日前日の午後３時～５時に、お迎えにあが
る時間の確認の連絡があります。

説明会開催・利用登録の申請受付
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　市では、地域公共交通に関する下記の課題を解消し、市民の身近な交通手段を確保するために、
バスとタクシーの中間的なサービスである乗合タクシーの運行を開始します。
①バス型車両での集落内の狭い道の運行や新規路線の運行は物理的にも財政的にも限界がある
②交通不便地域などにお住まいの方の移動手段の確保
③超高齢社会を迎えるなかで、運転免許の返納後の交通手段をどのように確保するか?　など

　「特定目的地停留所」の設置を希望される事業者を
募集します。乗合タクシーは、出発地（地域停留所）と
公共施設の目的地（特定目的地停留所）を結ぶ運行で
すが、民間施設については年間50,000円をご負担い
ただくことで目的地に追加します。
設置期間　平成30年10月～平成32年３月
募集期間　５月１日（火）～６月30日（土）
応募資格

▽ �亀山市内の施設（医療施設、商業施設、金融機関）で
あること

▽ �年間50,000円をご負担いただけること
　�（平成30年度は25,000円、平成31年度は50,000
円の合計75,000円）
メリットなど

▽ �停留所の設置により、施設への利便性が向上し、来
客者の増加につながりやすい

▽ �乗合タクシーの利用案内パンフレットなどに特定
目的地停留所として掲載するので周知につながる
応募方法
　�停留所設置を希望される事業者は、産業振興課商
工業・地域交通グループへ、電話またはEメールで
ご連絡ください（詳しい内容や手続きなどを案内）。

　10月１日（月）から運行を開始する乗合タクシーを
広く周知し、興味や機運を高め、愛着や親近感を深めて
いただくために愛称・シンボルマークを募集します。
募集内容　次の３つをテーマにして募集
①亀山らしさがあるもの
②乗合タクシーを広くPRでき、イメージ向上につながるもの
③乗合タクシーを利用する人に活力と元気を与えるもの
※応募規定など詳しくは応募用紙をご覧ください。
応募資格　年齢や住所などは問いません。
※応募作品は、１人または１団体につき３点まで
募集期間　５月１日（火）～31日（木）（必着）
愛称・シンボルマークの使用方法

▽ �パンフレット、乗合タクシーの乗降場所を示す標識、
乗合タクシー車両の側面に張り付けるマグネット
シートなどに使用します。

▽ �その他、乗合タクシーの利用促進に関わる取り組み
で作成する物品、資料などに使用します。
賞および副賞

▽最優秀賞１点�賞金50,000円（愛称等採用作品）

▽優秀賞２点�賞金10,000円（最優秀賞に次ぐ優れた作品）
　（受賞者が中学生以下の場合は、相当額の図書カード）
応�募方法　応募用紙に、愛称・シンボルマークや必要事
項を記入の上、商工業・地域交通グループへ持参また
は郵送してください。

※�応募用紙は、市役所、関支所、あいあい、加太出張所、
各地区コミュニティセンターに備えています。また、
市ホームページ（商工業・地域交通グループのペー
ジ）からもダウンロードできます。

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ（☎84－5049、　shokogyo@city.kameyama.mie.jp）

③出発地（地域停留所）から乗車します
予約があった時間にお迎えにあがりますので、出発地
から乗車し、利用料金をお支払いください。

④目的地（特定目的地停留所）で降ります
順番に乗り合いにより運行しますので、
目的地でお降りください。

特定目的地停留所の
募集について

乗合タクシー愛称・シンボルマーク
募集しています！

特
定
目
的
地

停　
留　
所

地
域
停
留
所
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特集１ 地域公共交通の充実に向けて



　皆さんに、『無理なく』『楽しく』省エ
ネ行動や環境活動に参加してもらう
仕組みとして、「環境活動ポイント制
度（AKP）」を実施します！
　平成26年度～28年度にもこの制度（AKP）を実
施していましたが、今回、より多くの皆さんに身近
な省エネ行動などに取り組んでいただきたく、内
容を一部見直し、再び実施することにしました。
　市内に住民登録をしている人は、どなたでも参
加できます。皆さんで省エネ行動や環境活動に取
り組み、亀山市から地球温暖化防止の機運を高め
ていきましょう！
※�「AKP」とは、ALL�KAMEYAMA�POINTの略で、
市全体での取り組みとして推進していくため
に、愛称をAKPにしました。

〝
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       今回のAKPでは、以前の内容からどこが変わったの？
●参加者のポイント獲得上限を変更！
　多くの皆さん、特に初めて参加する人に取り組んでもらえるようポイントの上限を変更
　・初めて参加する人…上限7,000ポイント／年度
　・以前（平成26年度～28年度）のAKPに参加した人…上限5,000ポイント／年度

●水道の削減に対してもポイントを付与！
　電気、ガスの削減だけでなく、水道の削減も対象にします。

●AKPの紹介ポイントを新設！
　参加者が、AKPに参加したことのない人に、AKPについて紹介した場合に、
　紹介ポイントを付与します。また、その紹介された人がAKPに参加した場
　合には、さらに参加促進ポイントを付与します。

●継続して省エネ行動を頑張っている参加者へ「努力ポイント」を創設！
　今まで頑張ってきた省エネ行動を続けていくことは大変ですが、とても重要なことです。
　そこで、以前のAKPに参加した世帯で、電気などの使用量が減っていなくても増えてい
　なければ努力ポイントを付与します。
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亀山市　AKP

対象者　市内に住民登録をしている人（世帯単位）
取組期間　６月～平成31年２月
商品引換期間　活動実績報告後～平成31年３月31日
商�品引換　集計の獲得ポイント数に応じて、市発行のカタログか
ら選びます（市内で使用できる商品券、農産物詰め合わせなど）

※１世帯で貯められるポイントの上限
　・初めて参加する世帯…7,000ポイント／年度
　・以前のAKPに参加した世帯…5,000ポイント／年度
※商品交換に必要な最低ポイントは2,000ポイント
申込期間　５月１日（火）から募集世帯数に達するまで
　　　　　・初めて参加する世帯…150世帯程度
　　　　　・以前のAKPに参加した世帯…150世帯程度
申�込方法　環境活動ポイント制度（AKP）参加申請書に必要事項
を記入の上、環境課環境創造グループ（総合環境センター内）へ、
Eメール、ファクス、郵送または直接お申し込みください。

※�参加申請書は、総合環境センター、市役所本庁舎、関支所、あいあ
いに配置しています(市ホームページ［環境創造グループのペー
ジ］からもダウンロード可）。

別表【取組内容（一部抜粋）】

省エネ行動への
取り組み、環境
活動への参加など

活動実績の報告、
ポイント獲得・集計
※２月下旬～３月

商品引換（市発行の
カタログから選択）

活動項目 獲得ポイント数

エコライフチェックの項目に取り組み報告 450ポイント（50ポイント／月）

取組期間の使用量の合計が、前年合計と比較して減少した場合の
加算ポイント（電気、ガス、水道）
※以前のAKPに参加した世帯はポイント２倍

電気…20ポイント／kWh
ガス…300ポイント／㎥
水道…15ポイント／㎥

イベントや学習会への参加・開催
※市が認めたイベント等だけでなく、周知のために知人などを
　集めてもらった説明会（市職員が同伴）等を含む

100ポイント／回

AKPを知人（以前のAKPに参加していない世帯）に紹介
※紹介ポイントが付くのは10世帯まで

知人へ紹介…50ポイント／世帯
その知人がAKPに参加…50ポイント／世帯

エコカーの使用
※対象…平成29年４月以降に購入、かつ購入時免税車であること 1,000ポイント

太陽光発電システムの設置
※対象…平成29年４月以降に設置（10kW未満） 500ポイント

省エネ行動の継続努力【以前のAKPに参加した世帯のみを対象】
※対象…電気・ガスともに前年度比の増加割合を抑制できた場合

前年度比５％増まで…2,000ポイント
前年度比10％増まで…1,000ポイント

申込・問合先
環境課環境創造グループ（総合環境センター４階）
〒519－0166　布気町442
（☎96－8095、FAX82－4435、
 ✉kankyo@city.kameyama.mie.jp）

１

２

３

４

     参加するには、どうしたらいいの?

参加申請書の記入、
AKPへの申し込み
※５月１日（火）から申し込みできます

市内で使用
できる商品券
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特集２ 省エネ行動などへの取り組み
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突然ですが、
"がん″なんて、他人事と思っていませんか?
日本人の
２人に１人が�がん�にかかり、
３～４人に１人が�がん�で亡くなっています。

�����生涯でがんにかかる確率

男性��62%　女性��46%
出典：国立がん研究センター（がん登録・統計）

出典：がんの統計’17（公益財団法人がん研究振興財団）
※�病期はがんの大きさ、転移の状態などにより、大きく0～Ⅳ期に分類
され、Ⅳ期に近いほどがんが広がっている状態（進行がん）です。

※�５年相対生存率とは、がんと診断され治療した人のうち、５年後に
生存している人の割合を表したものです。

大切な人、自分のために、

『けんしん』
受けましょう！

出典：平成28年人口動態統計（厚生労働省）

がんの部位 　　肺 　　大腸 　　胃

全国での死亡数�（部位別での順位） 73,838人（１位） 50,099人（２位） 45,531人（３位）
亀山市民の
平成29年度の「がん検診」受診率 32.4% 30.2% 22.0%

がん
28.5%

心疾患
15.1%

肺炎
9.1%

老衰
7.1%

脳血管疾患
8.4%

その他
31.8%

他人事ではありません、
「早期発見・早期治療」が重要です！
　がんを克服する最大のポイントは、なんと
いっても「早期発見・早期治療」です。
　がんの早期には、ほとんど自覚症状がありま
せん。症状が現れてから受診した時には、病状
がかなり進行していることが多くあります。

がんを早期発見して治療した場合と、
進行してから発見・治療した場合では、
生存率が大きく異なります。

Ⅰ期��Ⅳ期　�Ⅰ期��Ⅳ期　�Ⅰ期��Ⅳ期　�Ⅰ期��Ⅳ期
がん（全体）　　肺がん　　 大腸がん　　　胃がん

91.8%
81.8%

21.2%
4.5%

97.4%

7.2%

97.6%

20.2%

がんによる死亡数が多くても、亀山市民の「がん検診」受診率は30%程度。
「忙しい」「自分は健康だから」などの理由で受診されない人が多いのが現状です。
大切な人、自分のために、受けましょう「がん検診」！

まだまだ十分とはいえない がん検診受診率

「けんしん」は、気付きのチャンス！この機会に受診しましょう！

出典（部位別の死亡数）：平成28年人口動態統計（厚生労働省）

日本人の死亡原因割合

がんの５年相対生存率（2007年～2009年診断例）

6 広報かめやま　平成30年5月1日号



問合先 【各種検診の問合先】
　長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）
【脳ドック、一日人間ドック、健康診査の問合先】
　市民課医療年金グループ（☎84ー5005）
　市民課国民健康保険グループ（☎84ー5006）

平成30年度　がん検診・健康診査が始まります！

　　　「けんしん」は受けて終了ではありません！
　『けんしん』結果は、自分の健康の記録です。「受けっぱなし」にせず、毎年、保管
して経年的に管理しましょう。
　異常なしの判定でも、前年と比較して、検査データが良くなった悪くなったな
ど、確認が大切です。保管の方法は、ファイルに綴じたり、手帳に記録したりなど、
各自の好みに合わせて保管することをお勧めします。

　　　がん検診で「要精密検査」と判定された人は、
　　　必ず、詳しい検査を受けてください！
　がん検診で精密検査が必要と判定されたのは、「がんの疑いを含め異常（病気）
がありそう」と判断されたということです。
　「症状がない」「健康だから」などの理由で精密検査を受けないと、がん検診で見
つかるはずのがんを放置してしまうことになります。その原因について、より詳
しい検査を行い、本当に異常があるかどうかを調べる必要があります。

～けんしんの流れ～

～けんしんを受けたその後は ?～

!

!

�１��『けんしん』の対象かどうかを確認
　　　�※『けんしん』によって、対象者が異なります。

�２��希望する『けんしん』の種類を選択

�３��受診方法を決める
　　　�※『けんしん』によって、受け方や自己負担金が異なります。

�４��予約をして『けんしん』を受ける
　　　�※�集団検診（がん検診や特定健康診査・後期高齢者健康診査）、

脳ドック、一日人間ドックは、専用の「申込みはがき」での
申し込みとなります。

�５��『けんしん』結果を確認する

「健診」と「検診」の違いは？
○�健康かどうか、または病気の危険
因子があるか否かを確かめるの
が「健診」。

○�「がん検診」などのように、特定の
病気を早期に発見し、早期に治
療することを目的に行うのが
「検診」。

　「健康づくりのてびき」
　ご覧ください！
　がん検診の種類や受診方法、自己
負担金などを詳しく掲載していま
す。ほかにも、健康づくりに関する
情報が盛りだくさんです。ぜひ、ご
活用ください。
　脳ドック、一日人間
ドック、健康診査に
ついての情報も掲載
しています。
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「民生委員・児童委員」は、
地域の皆さんの相談相手です
ー�５月12日は民生委員・児童委員の日（５月12日～18日は活動強化週間）ー

　皆さんは、「民生委員・児童委員」をご存じですか？
　民生委員・児童委員は、地域の誰もがありのままに、その
人らしく暮らすことができるよう支援し、行政などとのパ
イプ役として活動しています。
　そのため、地域の皆さんからの社会福祉に関する相談に
耳を傾け、問題解決に向けて熱心に取り組んでいます。

②どのような人がなっているの？
　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、地
域福祉の向上のために活動するボランティア
で、児童委員を兼ねています。任期は３年で、
全国一斉に改選が行われます。
　亀山市には、４つ（西部・中部・北部・関）の地
区民生委員児童委員協議会があり、98人の委
員がそれぞれの担当区域で活動しています。
また、そのうち９人は、主任児童委員として、
子どもに関する相談や支援を中心に行ってい
ます。

Q＆A
ご存じですか？

 民生委員・児童委員のこと

④民生委員・児童委員の歴史は？
　第１次世界大戦の末期、大正６年５月に、防貧方策とし
て岡山県で創設された「済世顧問制度」に始まります。そし
て、昨年（平成29年）に制度創設100周年を迎えました。

　亀山市民生委員児童委員協議会連合会では、制度
100周年を記念して、民生委員・児童委員の活動の
PR紙芝居を作成しました。紙芝居「山田のじいちゃ
んはみんせいマン」を市内小学校で披露し、民生委
員・児童委員の活動を分かりやすく紹介しています。
　今後も、子どもたちに、民生委員・児童委員を身近
に感じてもらい、活動を知ってもらう機会を広げて
いきます。

民生委員・児童委員のマーク

イラスト：政府広報オンライン

①どんな活動をされているの？
　民生委員・児童委員は、担当する地域に暮
らす身近な相談相手として、地域住民から
の生活上の心配ごとや困りごと、医療や介
護、子育ての不安などの相談に応じていま
す。そして、その課題が解決できるように、
必要な支援への『つなぎ役』になります。
　また、地域の見守り役として、定期的な訪
問などを通じて、高齢者や障がい者世帯、子
どもたちの見守りを行っています。
　子どもや子育てに関する支援を専門に担
当する主任児童委員も活動しています。

③どんな相談ができるの？
　生活に関する不安や悩みがあれば、お気軽
にご相談ください。民生委員・児童委員は守秘
義務があるので、安心してご相談ください。
相談事例（一部）

▽一人暮らしで何かあった時に不安

▽一人で暮らしている高齢の親が心配

▽子育てのことで相談できる人がいない…

▽ご近所のことで、
　最近、○○○さんの姿を見かけない

▽福祉サービスを受けたいけど、
　どこに相談していいのか分からない

▽○○○さんの家の怒鳴り声と
　子どもの鳴き声がすごい
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　子どものことから高齢者に関することまで、
　一人で悩まないでお気軽に声を掛けてください
　少子高齢化や核家族化、近所付き合いや地域のつながりが薄くなって
いるなか、高齢者や障がいのある人、子育ての問題など、さまざまな悩み
を一人で解決するのはとても大変です。そんなときは、身近にいる相談員
「民生委員・児童委員」に、お気軽に声を掛けてください。
　　　　　　　中部地区民生委員児童委員協議会　会長　丸橋�勲さん

　必要にされていると実感できるのがうれしく、
　やりがいを感じています
　地域での活動のなかで、顔を覚えていただいたり、「ありがとう」と言っ
ていただいたりすることがあります。微力な私ですが、頼りにしていただ
いているなあと感じるとき、大変うれしく思います。
　また、さまざまな方とお話しすることで、学ぶことがたくさんあります。
これからも無理なく、楽しく活動をしていきたいと思います。
　　　　　　 西部地区民生委員児童委員協議会　会長　小林智子さん

　地域の皆さんにとって、
　気軽に相談できる身近な存在でありたいと願っています
　民生委員・児童委員として、地域の方々や、その他さまざまな方々と顔
見知りになれたことが一番大きな財産になっています。
　民生委員・児童委員としての月１回の訪問では、なかなか情報を得るこ
とが難しいので、ご近所の皆さんからの情報を頼りにしています。これか
らもご協力をお願いします。
　　　　　　　北部地区民生委員児童委員協議会　会長　西村邦昭さん

　地域でのつなぎ役として、
　さまざまな団体と協力して活動を行っています
　私たち民生委員・児童委員は、地区の定例会の場で、活動中の出来事な
どを共有し、訪問活動、「なかまの部屋」との交流、子どもの見守り活動な
ど、さまざまな活動を行っています。これからも、地域まちづくり協議会
の福祉委員会などと連携を強めて、頑張っていきます。
　　　　　　　 関地区民生委員児童委員協議会　会長　川嶋浩一さん

お住まいの地域の
民生委員・児童委員に
相談したいときは？

問合先 地域福祉課福祉総務グループ（あいあい　☎84－3311）
亀山市民生委員児童委員協議会連合会（亀山市社会福祉協議会内）（あいあい　☎82－7985）

　民生委員・児童委員は、皆さんの立場に立って相談に乗り、悩みや心配ごと
の解決に向けたお手伝いをします。もし、生活上の困りごとなどがあれば、お
住まいの地域の担当委員に、お気軽にご相談ください。

私たち、民生委員・児童委員です
各地区の民生委員児童委員協議会の会長からひとこと
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亀山市名誉市民

彫刻家 中村 晋也
作品紹介 「ふるさとあい」 Vol.23

「菊池武光公」 （平成４（1992）年建立）
　端午の節句。男の子の成長を願ってこいのぼりや武者人形を飾
る季節になりました。美術館を訪れる小学生の男子児童に一番人
気なのが、この猛々しい騎馬武者姿の「菊池武光公」の像です。
　武光公は南北朝時代の1361年、南朝方の懐

かねなが

良親王を征西将軍
として迎え、初めて九州を統一した肥後の武将です。重々しくも
美しい装飾が施された大鎧を身にまとい、腰に付けた箙

えびら

には数十
本の矢をさし、左手には手綱と弓、右手の軍配は「さあ進め！」と
ばかりに大宰府の方向を指して皆を鼓舞しています。

特別協力　公益財団法人中村晋也美術館（URL�http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

5.5m（高さ）×3.5m（幅）×6.0m（奥行き）
（熊本県菊池市市民広場）

　全国高校総体（インターハイ）ウエイトリフティング競技大会では
　　　　　　　　　　　　　　　　　 会場アナウンスなども担当します！

　４月16日、行政情報番組「マイタウンかめやま」の高校生アナウンサーを務め
ていただく亀山高校放送部の皆さんへの委嘱式を行いました。
　同校放送部の皆さんは、来る８月に亀山市で開催の全国高校総体（インターハ
イ）ウエイトリフティング競技大会で会場アナウンスなども担当します。
　そして大会本番に向けて、（株）ZTVと市が共同支援する形で、高校生アナウン
サーを対象に話し方などのスキルアップ研修会を開催することになりました。
　日頃、番組を通じて、身近な話題や季節のイベントの様子などを伝えていた
だいている皆さんが、高校生スポーツの祭典であるインターハイを舞台に、「ス
ポーツを支える人」として活躍される姿が今から楽しみです！

行
政
情
報
番
組「
マ
イ
タ
ウ
ン
か
め
や
ま
」で

　
亀
山
高
校
生
徒
が
今
年
も
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
！
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亀山の子どもたちのスマートフォン事情
～平成29年度 三重県「スマートフォン等の使用に関する実態調査」結果から～

　県が児童・生徒のスマートフォン等の使用に関する実態・意識などを把握するため、「スマートフォン等の使用に
関する実態調査」を実施。亀山市でも調査が行われ、結果が公表されましたのでお知らせします（一部抜粋）。
※以下の調査結果は、小学生は小学４年生～６年生、中学生は中学１年生～３年生を調査対象に得られた数値

問合先 教育委員会学校教育課教育研究グループ（☎84－5077）

【スマートフォン等の所持率】 【スマートフォン等を１日２時間以上使用している割合】

●�所持率は、小・中学生ともに三重県全体と比較し
てやや下回る結果。それでも所持率は年々増加し
ており、小学生でも約２人に１人が所持。

●�小・中学生ともに三重県全体と比較してやや上回
る結果。使用状況は、小学生は動画サイト、中学生
はLINEなどでの友達とのやりとりが多い。

【スマートフォン等の使用について、
　 　　　　家庭でのルールがあると回答した割合】

【有害なサイトへのアクセスをブロックする
　　　フィルタリングを利用していると回答した割合】

●�小・中学生ともに、「家庭でのルールがある」と回
答したのは５割程度。「家庭でのルールづくり」を
依頼するなど、保護者への呼びかけが必要である。

●�三重県全体と比較して、小学生は上回り、中学生は
下回る結果。お子さんの年齢・用途に応じた安全な
フィルタリングの利用を推奨していく必要がある。

《家庭でのルールの一例》
○マナーや時間を守ろう
○送信前に見直しを！
○個人情報を載せない
○ネットで知り合った人と会う
　危険性を理解しよう
○不愉快なことや悪口は書かない
○食事や会話の時は使わない

使用時には家庭のルールを ～子どもたちを守るために～
　スマートフォン等は友達とのやりとりなど、便利な機能を手軽に
扱える反面、インターネット上には有害なサイトが多く存在します。
警察庁の発表では、平成28年度のコミュニティサイトに起因する被
害児童数は1,736人とのことです。
　子どもがスマートフォン等を使用する場合は、使い方のルールを
ご家族で一緒になって考えてみましょう。また、あわせてフィルタ
リングを設定するなど、安心安全な使い方をしましょう。
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問合先
まちづくり協働課
市民協働グループ（☎84ー5008）

お茶シーズン到来 亀山茶を楽しもう！
　亀山茶は、亀山市の気候や土質、茶農家の優れた製茶技術に支えられ、上品で濃厚な味わいと
香り、コクのある旨みが特徴の良質のお茶です。そんなわがまちの宝とも言える亀山茶の魅力に
触れ、親しむイベントや教室などを開催しています。ぜひ、友人や家族などでご参加ください！

　　�新茶まつり　
と　き　５月７日（月）�午前10時～午後３時30分
ところ　市役所１階玄関ロビー
内�　容　市内の茶畑から今年一番早く手摘みした新茶を、
日本茶インストラクターが無料でふるまいます。

※�日本茶インストラクターとは、日本茶に関する専門的な
知識や技術を持ち、消費者などを指導する日本茶のプロ

　　�亀山茶カフェ
　さまざまなイベントで、日本茶インストラクターによる
亀山茶のふるまい（無料）を行っています。亀山茶カフェを
みかけたら、お気軽にお立ち寄りください。
開�催予定　亀山里山公園「みちくさ」春のイベント（５月13
日［日］）、亀山市納涼大会、亀山青空お茶まつりなど

　　�美味しいお茶の入れ方教室［かめやま出前トーク］

　集会（10人以上）などでの「美味しいお茶の入れ方教室」
の開催について、市では１年を通して受付しています。
　お茶の知識を増やして、美味しい入れ方を学ぶことで、
毎日のお茶の時間をランクアップさせてみませんか？

　　�亀山青空お茶まつり
　県内最大規模を誇る茶畑が広がる中の山パイロットで、
お茶摘み、お茶の手揉み実演、電子レンジでお茶づくり、
紙風船飛ばしなどの催しを開催（９月予定）。お茶どころ
亀山ならではのイベントです。ぜひ、遊びに来てください。

フォトコンテストの作品募集！
~ベストショットお待ちしています~

　市内の茶畑を題材にした写真を募集します。
応�募作品　カラープリント４つ切（ワイド４つ　
切可）の単写真（組写真は不可）

※１人につき３点まで応募可
発　表　亀山青空お茶まつり（９月予定）会場
　　　　（受賞者には事前に連絡します）
各　賞
　市長賞、亀山青空お茶まつり実行委員長賞など
展�　示　入賞作品を中心に、亀山青空お茶まつ
り会場、茶気茶気ギャラリーなどで展示
応募期限　８月３日（金）必着
応�募方法　産業振興課農業グループ（市役所２
階）にあるフォトコンテスト応募要領に付い
ている応募票に必要事項を記入し、写真の裏
面に貼付の上、直接または郵送で産業振興課
農業グループ（〒519ー0195　本丸町577）
へ提出してください。

※�応募要領・応募票は、市ホームページ（農業グ
ループのページ）からもダウンロード可

※応募作品は原則として返却しません。

第16回�亀山青空お茶まつりフォトコンテスト
亀山市長賞「茶園の朝」　森崎　進さん

問合先 産業振興課農業グループ（☎84－5082）
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問合先
まちづくり協働課
市民協働グループ（☎84ー5008）

１．

２．

３．

登録団体もらう・集める
グループ

依頼・お礼

事業・サービス

　平成30年度の市民活動応援制度の
登録団体を「市民活動応援制度冊子」
で紹介しています。
　冊子は、以下の市の施設などに配置
していますので、ご覧ください。
○各地区コミュニティセンター
○市役所本庁舎
○関支所
○あいあい
○林業総合センター
○市民協働センター「みらい」
※�冊子を希望する人は、まちづくり
協働課市民協働グループ（市役所
１階）でお渡しします。

●平成30年度「市民活動応援券（応援券）」は、下地を橙色に変更して発行しました。
●有効期間は、平成30年４月１日～平成31年３月31日の１年間です。
●応援券は、市から地域まちづくり協議会へ交付します。
●�市民の皆さんは、地域まちづくり協議会の事業（文化祭、敬老会、三世代交流など）に
参加するなどして、応援券を取得することができます。

●�地域まちづくり協議会がどの事業（行事など）で応援券を配付するかは、地域まちづ
くり協議会によって異なります。

市
民
活
動
応
援
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平
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　取得した応援券の使い方
　　　　応援券で登録団体から
　　　　さまざまなサービスを受けることができます
　個人では、なかなか枚数が集まりませんが、グループで集めていた
だき、「市民活動応援制度冊子」に掲載の登録団体（提供先が「個人」と
記載の登録団体に限る）に連絡をして、教室の開催、演奏などを依頼
することができます。
※個人でも応援券を５枚集めれば利用できるサービスもあります。

　　　　市民同士で自由に使用することができるため、
　　　　必要としている人にあげることもできます

　　　　冊子に掲載されている登録団体へ
　　　　寄附することができます

【寄附方法】
　①登録団体への直接寄附　
　②寄附ボックスへの投函
　　（市民協働センター「みらい」に常設）
　③寄附ボードへの投函
　　�（設置依頼のあった地域まちづくり協議会の行事などで臨時に

設置することがあります）
※市民の方は個人で応援券をお金に換えることはできません。
　上記の３つの方法でお礼や寄附にご使用ください。

発行年月日　平成30年（2018年）４月１日

有 効 期 限　平成31年（2019年）３月31日

No.１１１１１

発行年月日　平成30年（2018年）４月１日
有 効 期 限　平成31年（2019年）３月31日

No.１１１１１

発行年月日　平成30年（2018年）４月１日
有 効 期 限　平成31年（2019年）３月31日

No.１１１１１

発行年月日　平成30年（2018年）４月１日
有 効 期 限　平成31年（2019年）３月31日

No.１１１１１

発行年月日　平成30年（2018年）４月１日
有 効 期 限　平成31年（2019年）３月31日

No.１１１１１

まちづくり協働課
市民協働グループ（☎84ー5008）
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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　５月15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。

三重県内男女共同参画連携
映画祭2018
文化スポーツ課

文化共生グループ（☎96－1223）

　県内の市町などが19会場で開催
する三重県内男女共同参画連携映
画祭として、亀山市では「湯を沸か
すほどの熱い愛」を上映します。
と　き　６月17日（日）
　　　　午後１時15分～３時35分
※開場は午後０時30分
※�映画上映後、アフタートークが
あります（参加自由、粗品進呈）。
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料（整理券が必要）
※�整理券は、文化スポーツ課文化
共生グループ（関支所）、市文化
会館などで、５月15日（火）から
配布します。

もよおし
亀山里山公園「みちくさ」

春のイベント
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　池干し体験、環境クイズ、ゴーヤ
で緑のカーテン教室など、楽しい
催し物が盛りだくさんです！
と　き　５月13日（日）
　　　　午前10時～午後１時
　　　　（小雨決行）
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
　　　　（椿世町407－1）
参加費　無料
※�催し物によっては、参加者数を
制限する場合があります。
当日の問合先　☎090－2578－5068
そ�の他　イベント当日は、亀山里
山公園「みちくさ」の駐車場を利
用できません。臨時駐車場は、市
ホームページ（環境創造グルー
プのページ）でご確認ください。

元気丸カフェ
長寿健康課高齢者支援グループ

（☎84－3312）
　元気丸カフェは、認知症の人や
その家族、地域住民などが気楽に
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

※�整理券は、各施設の開庁・開館時
間内に配布します。
託　児　無料（先着10人）
※�６月８日（金）までに文化共生グ
ループへお申し込みください。

街並みウォーク 路地裏探検
ウォーキング＆ニュースポーツ
亀山市レクリエーション協会

（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
と　き　５月27日（日）
　　　　午前９時～午後３時
ところ　亀山東小学校周辺
チーム編成　１チーム２人～６人
※小学４年生以下は保護者同伴
参加費　一般…１人500円
　　　　市レク会員…１人400円
※いずれもスポーツ保険料含む
※当日、会場でお支払いください。
持�ち物　昼食、飲み物、タオル、雨
天時は雨具など
申込期限　５月20日（日）
申�込方法　参加者全員の住所、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
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。

みえ看護フェスタ2018
～伝えたい。看護の力・看護の魅力～
三重県看護協会（三重県ナースセ
ンター　☎059－222－0466）
　看護への理解や関心を深め、「看
護の心」をより身近に感じていた
だくために開催します。
と　き　５月12日（土）
　　　　午後１時～４時
と�ころ　三重県総合文化センター
フレンテみえ（津市一身田上津
部田1234）
内�　容　看護職の仕事の紹介と
体験、健康チェック、白衣の試着、
妊婦・沐

もくよく

浴体験、赤ちゃん抱っこ、
一次救命処置、看護師への進路
相談・就職相談など
入場料　無料

©2016『湯を沸かすほどの熱い愛』
製作委員会
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

平成30年工業統計調査の実施
総務課情報統計グループ
（☎84－5032）

　従業者４人以上のすべての製造
事業所を対象に、平成30年６月１
日時点で、平成30年工業統計調査
を実施します。
　調査の結果は、中小企業施策や
地域振興など、国や地域行政施策
のための基礎資料として活用され
ます。
　調査の趣旨をご理解いただき、
調査票への回答をお願いします。

お知らせ
亀山市議会議員選挙の日程

選挙管理委員会事務局
選挙管理グループ（☎84－5017）
　平成30年10月31日任期満了に伴
う亀山市議会議員選挙の日程は次
のとおりです。
告示日
　10月21日（日）
　（立候補届出日）
投開票日
　10月28日（日）

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　５月17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。

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市秘書広報課（☎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
政策課広報秘書グループ
（☎84－5021）

市
賀
甲余野公園つつじ祭

～初夏を彩る 鮮やかな花～
日本最古の茶所
～最

さいちょう

澄が伝えた 近江の茶～
　近江の茶の起源をたどれば、平安初期の805年、
伝教大師最澄が唐（中国）から茶の実を持ち帰り、比
叡山麓に播いたことが始まりとされています。
　現在、近江の茶は甲賀市産の朝宮茶と土山茶が
生産量の96％を占めます。（一社）滋賀県茶業会議
所が、近江の茶の統一銘柄として「琵琶湖かぶせ」と
「極煎茶�比叡」を販売しています。厳選されたこだわ
りの味を、ぜひご賞味ください。

※�販売先は、滋賀県茶業会議所ホームページをご覧
ください（URL�http://shigacha.chu.jp/）。

問合先　（一社）滋賀県茶業会議所（☎0748－63－6960）

　伊賀市にある余野公園には、関西随一を誇る約
15,000本のつつじが自生しており、地元の人たちに
愛されています。
　毎年５月の第２日曜日には「余野公園つつじ祭」が
開催され、約２万㎡の芝生広場で地元自治会や各種
団体による出店、ステージイベントなどの催しが行
われます。初夏のさわやかな季節、家族や友人などと
楽しいひとときを過ごしてみませんか。

と　き　５月13日（日）�午前10時～午後２時
ところ　余野公園（伊賀市柘植町1065－4）
アクセス　名阪国道「上柘植IC」から車で約15分
問合先　伊賀市商工会（☎0595－45－2210）
　　　　伊賀市伊賀支所振興課（☎0595－45－9119）
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申�請期限　平成31年３月29日（金）
（平成30年４月１日～平成31年
３月29日受診分）
※�申請書類をお渡ししますので、
受診前に健康づくりグループへ
お問い合わせください。

防犯ブザーをご活用ください
教育委員会生涯学習課

社会教育グループ（☎84－5057）
　市では防犯対策として、市内小・
中学校の新１年生を対象に防犯ブ
ザーを配布しました。登下校中や
外出時には、常に携帯するように
ご家庭でお声掛けください。
　また、近くで防犯ブザーの音を
耳にしたら、子どもの安全確保や
警察への通報にご協力ください。
�私学などへ通学している���������
�小・中学生の保護者の皆さんへ�
　私学などへ通学している小・中
学生（市内在住・新１年生）で防犯
ブザーを希望する人は、印鑑を持
参の上、教育委員会生涯学習課社
会教育グループへお越しください。

妊婦一般健康診査を
受けましょう

長寿健康課健康づくりグループ
（☎84－3316）

　市では、妊婦一般健康診査にか
かる費用の一部を助成する医療券
（14回分）を発行しています。
　健康診査を定期的に受診し、医
師や助産師などのアドバイスを受
けて、健康管理に努めてください。
※�医療券は母子健康手帳の交付時
にお渡しする「母子保健のしお
り」に入っています。
※�無料券ではありませんので、検
査項目以外の検査が実施された
場合などは、実費負担となるこ
とがあります。
※�医療券は、県内の医療機関で使
用できます。
※�市外から転入した人は、長寿健
康課健康づくりグループへお問
い合わせください。
�県外受診の費用も助成します�
　市内に住所を有し、県外の医療
機関などで妊婦一般健康診査を受
診する人も、その費用の一部を助
成します。
受�診内容　県内で「妊婦一般健康
診査受診票」を利用した場合の
健診内容に相当するもの
助成回数
　県内での利用と合わせて14回

オオキンケイギクは特定外来生物
栽培、運搬、販売、野外に放つなどは

禁止されています
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　オオキンケイギクは、５月から
７月頃にかけて、花びらの先端が
ぎざぎざで鮮やかな黄色い花を咲
かせる植物です。
　日本の生態系に重大な影響を及
ぼすおそれのある植物として、外
来生物法による「特定外来生物」に
指定され、栽培、運搬、販売、野外に
放つなどが禁止されています。
　このため、オオキンケイギクを
きれいな花だからといって家に持
ち帰ったり、育てたりしないでく
ださい。
　また、自宅の庭先や畑のふちな
どで見つけたら、根から引き抜い
てください。そして、２日～３日ほ
ど天日干しにして枯死させ、「一般
ごみ」として処分してください。

市立医療センターだより   市立医療センター（☎83－0990）

糖尿病教室の開催
　糖尿病の治療を受けている人や、関心のある
人などを対象に、糖尿病教室を開催します。
　初めて糖尿病と診断された人、「血糖値が高
い」と言われているけれど、どうしたらよいか
悩んでいる人など、ぜひ一度、糖尿病教室に参
加してみませんか？
参加費　無料（申し込みは不要）
※２月の食事療法のみ予約制（参加費500円）

○�開催日時などに変更があれば、自治会の回覧
などでお知らせします。

と　き テーマ 講　師

７月25日（水）糖尿病とは
糖尿病と合併症（腎臓の病気）医師

９月27日（木）糖尿病と眼の病気
糖尿病と検査

医師
臨床検査技師

10月25日（木）ウォーキング 理学療法士

12月20日（木）糖尿病と薬
フットケアとは？

薬剤師
看護師

２月21日（木）バイキングでカロリー摂取を
知ろう（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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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

ところ　東野公園体育館会議室
講�　師　ステンド硝子アート協会
公認講師　北澤まり子さん
対象者　18歳以上の人
定　員　10人（先着順）
参加費　1,800円
申込開始日　５月１日（火）
申�込方法　参加費を持参の上、東野
公園体育館へお申し込みください。

各種検診・教室
ステンド硝

ガ ラ ス

子アート体験教室
東野公園体育館（☎83－1888）
　亀山市の花でもある「花しょう
ぶ」をモチーフに、すてきな作品が
できあがります。
と　き　５月17日（木）
　　　　午前10時30分～午後０時30分

５月の納期
（納期限・口座振替日）

５月31日（木）
軽自動車税　　　　　全期
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。

図書館だより（５月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『図書室で暮らしたい』　
辻村深月／著　
講談社（2015年11月刊）
　作家になる前から、作家になって
から、夢中で追いかけてきた小説、
漫画、アニメ、音楽、映画、美味しい
もの…。読むと元気になれるエッセ
イ集。短編「おじいちゃんと、おひさ
まのかおり」も収録。

図書館の本棚から

『ローカル仕事図鑑
  新天地のハローワーク』DECO ／編　
技術評論社（2016年４月刊）
　ゲストハウスオーナー、ワイン
醸造家、金工作家…。地方で働く人
たちへの、取材・インタビューを通
して、地域での働き方を紹介する。
豊かな働き方、生き方のヒントを
提供。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

　４月23日～５月12日は、こどもの
読書週間です。今年は「はじまるよ！
本のカーニバル」と題して、全国各地
で本を身近に感じてもらうイベント
が開催されます。市立図書館では、毎
年好評の人形劇を５月３日（祝）午後
２時から開催します。
　ぜひ、お気軽にお越しください。

～新着だより～
●額を紡ぐひと／谷瑞恵
●天龍院亜希子の日記
　／安

あ だ ん

壇美緒
●本のエンドロール／安藤祐介
●兵

つわもの

／木下昌輝
●アンダーカバー／麻生幾
●おみせやさんでんしゃ
　／林木

き り ん

林
●おかわりへの道／山本悦子
●大名行列／シゲリカツヒコ
●コーヒー豆を追いかけて／原田一宏
●バナナおいしくなーれ／矢野アケミ
●男は顔が名刺／ Katsuyo
●ブッシュクラフト入門／相馬拓也
●整える、こと／広瀬裕子
●図説�英国の住宅／山田佳世子
●いきもの人生相談室／今泉忠明

ほか444冊

こどもの読書週間 図書館イベント「劇団かめレオンの人形劇」
　５月３日（祝）�午後２時～　市立図書館（児童室）
マミーズのおはなし会「わくわく・どきどき・絵本を遊ぶ」
　５月５日（祝）�午後２時～　市立図書館（児童室）
おはなし会
　５月９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
　５月２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］
　５月１日～15日　テツじいちゃん（村林葉子）
　５月16日～31日　サクラのなやみごと（川北千津子）

休館日　市立図書館…毎週火曜日、25日（金）
　　　　関図書室…毎週月曜日、25日（金）

17広報かめやま　平成30年5月1日号



と�ころ　井田川地区南コミュニ
ティセンター
講　師　亀山デイサービスセンター
　　　　前田和成さん
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。
持ち物など　飲み物、上履き

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　５月の火曜日（５月８日、
15日、22日、29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

亀山学校
悪徳商法・振り込め詐欺

～こんな手口には気を付けて～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　５月10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　
　鈴鹿亀山消費生活センター職員
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

大人の健康塾
～椅子を使って体操・

頭の体操にチャレンジ～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　５月11日（金）
　　　　午後１時30分～３時

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

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　５月の木曜日（５月10日、
17日、24日、31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。

配信イメージ

問合先 国土交通省三重河川国道事務所調査課
（☎059 ー229 ー2216）
防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

　国土交通省では、洪水時に皆さ
んの主体的な避難を促進するため
に、携帯電話事業者が提供する緊
急速報メールを活用した「洪水情
報のプッシュ型配信」に取り組ん
でいます。
　平成30年５月１日から、鈴鹿川
が対象河川となります。
　亀山市が配信する避難情報に加
え、国土交通省が配信する洪水情
報（氾濫時のみ）が、緊急速報メー
ルで次のとおり配信されます。

配信対象
　亀山市内の携帯電話など
　（NTTドコモ／KDDI ／
　沖縄セルラー／ソフト
　バンク［ワイモバイル
　含む］）

国土交通省による緊急速報メールを活用した

洪水情報の配信が始まります

② 河川氾濫発生時（堤防が壊れ、河川
の水が大量に溢れ出している時）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生
（本文）
鈴鹿川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で堤防が壊れ、河川の
水が大量に溢れ出しています。
テレビ、インターネット等で自治
体の情報を確認し、各自安全確保
を図るなど、適切な防災行動を
とってください。
本通知は、中部地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信
しており、対象地域周辺において
も受信する場合があります。
（国土交通省）

① 河川氾濫発生時（河川の水が堤
防を越えて流れ出ている時）

【見本】
（件名）
河川氾濫発生
（本文）
鈴鹿川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で河川の水が堤防を越
えて流れ出ています。
テレビ、インターネット等で自治
体の情報を確認し、各自安全確保
を図るなど、適切な防災行動を
とってください。
本通知は、中部地方整備局より浸
水のおそれのある市町村に配信
しており、対象地域周辺において
も受信する場合があります。
（国土交通省）
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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　５月11日（金）、15日（火）、
22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。

人市民に日本語を教える楽しさや
“コツ”などを学びます。
　初めての人、何かボランティア
を始めたい人など、外国語が分か
らなくても大丈夫ですので、ぜひ
ご参加ください。
と　き　５月20日（日）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　伊賀日本語の会
　テクニカルアドバイザー
　船見和秀さん
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　５月18日（金）
申�込方法　まちづくり協働課市民
協働グループへ電話または直接
お申し込みください。

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。

募　集
「日本語教室ボランティア

養成講座」受講者の募集
～日本語を通じて

新しい仲間をつくりませんか～
まちづくり協働課

市民協働グループ（☎84－5008）
　亀山日本語教室などで、外国人
市民の日本語学習をサポートした
い人のための講座を開催します。
　亀山日本語教室を実施してい
る市民活動団体「はじめのいっぽ」
のスタッフと交流しながら、外国

歴史博物館だより（５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　６月10日（日）まで
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
※19日（土）（国際博物館の日）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

＜企画展示記念イベント＞
「“亀山高校郷土史クラブ”を語る」
と　き　５月20日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　歴史博物館講義室
内 　容　亀山高校生は、どんな思いをもって郷土研
究会を始めたのでしょうか？研究会初代会長か
ら、当時の様子をお話しいただきます。あわせて、
当館学芸員が、研究会OBに郷土史クラブの活動
の様子などをお聞きします。

定　員　40人（先着順）
参加費　無料
申込期限　５月18日（金）
申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みください。

【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　６月３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
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第５回 亀山里山公園「みちくさ」
フォトコンテスト 作品募集
亀山里山公園みちくさ管理運営
協議会（環境課環境創造グループ
内　☎96－8095）

応�募資格　どなたでも可（未成年
者は親権者の同意が必要）
応�募作品　カラー写真のみ（写真
は１人あたり３点まで）
応�募要件　亀山里山公園「みちく
さ」で撮影した写真（平成18年５
月１日以降）
※未発表の作品に限る
※�パノラマ写真、トリミング処理
以外の加工・合成処理を行った
写真は不可
入�　賞　最優秀賞１点（入賞の中
から選出）、入賞６点（風景賞、動
物賞、植物賞の各２点）
※�選考の結果、受賞作品が入賞点
数に満たない場合があります。

ヒューマンフェスタ in 亀山
実行委員を募集します

文化スポーツ課
文化共生グループ（☎96－1223）
　人権に関する活動を行っている
市民や市などで構成する実行委員
会では、広く人権啓発を行うため、
「ヒューマンフェスタ�in�亀山」を
毎年開催しています。
　一人ひとりの人権が尊重される
亀山市をつくるために、みんなで
イベントを企画したい人、人権に
関心がある人など、ぜひ一緒に活
動してみませんか？
活動期間
　５月下旬～平成31年３月31日
内�　容　人権啓発に関するイベン
トなどの企画、運営補助など
申込期限　５月21日（月）
申�込方法　文化スポーツ課文化
共生グループへ電話、Ｅメール
　�（ bunkakyosei@city.kameyama.
mie.jp）または直接お申し込みく
ださい。

応募期限
　平成31年２月28日（木）（必着）
応�募方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、応募先へ持参または
郵送してください。
※�応募用紙は、環境課環境創造グ
ループ（総合環境センター内）や
亀山里山公園「みちくさ」で配布
します（市ホームページからも
ダウンロード可）。
応�募先　〒519－0166　布気町442
亀山里山公園みちくさ管理運営
協議会（環境課環境創造グルー
プ内）

～募集テーマ～
里山公園に息づく

生きものの営みや風景

第４回�亀山里山公園「みちくさ」
フォトコンテスト最優秀賞作品

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ
（☎84－5049）

対象となる事業者（すべてに該当）
○空き店舗や空き家を改装して出店する個人や法人
○�亀山商工会議所からの推薦を受けたもの
○�２年以上継続して事業を実施する見込みがあるもの

対象となる空き店舗等（すべてに該当）
○�指定区域（亀山市立地適正化計画に位置付ける都
市機能誘導区域）内にある店舗等
○�対象業種…小売業、飲食サービス業、生活関連サー
ビス業、医療・福祉業など
○６カ月以上店舗や住居として使用していないこと
○店舗面積が500㎡未満であること
○週４日以上、かつ１日４時間以上営業すること
○改装などは、市内業者で行うこと
○�平成31年３月31日までに工事が完了し、開業が
できること

対象となる経費　
○内外装工事費
○建物付属設備工事費
○看板設置工事費

補助金の額　
○対象となる経費の1/2の額以内（上限100万円）

募集期間　５月９日（水）～６月20日（水）
※�応募申込書は、産業振興課商工業・地域交通グルー
プ（市役所２階）でお渡しします。また、市ホーム
ページ（商工業・地域交通グループのページ）からも
ダウンロードできます。

　市内商業の活性化、まちのにぎわい創出を目的に、空き店舗等を活用した出店の
際の改装費用などの一部を補助します。まずは、お気軽にご相談ください。

空き店舗等への出店を支援します！

『空き店舗等活用支援事業補助金
』を活用した出店募集！
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問合先

治療内容（概要） 助成限度額
A 新鮮胚移植を実施 15万円

B 採卵から凍結胚移植に至る一連の治
療を実施 15万円

C 以前に凍結した胚による胚移植を実施 7万5千円

D 体調不良等で移植のめどが立たず治
療終了 15万円

E 受精できず、胚の分割停止、変性、多精
子受精などの異常受精等により中止 15万円

F 採卵したが卵が得られないため中止 7万5千円

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 助成回数
40歳未満 年間制限なく43歳になるまでに通算６回まで
40歳以上43歳未満 年間制限なく43歳になるまでに通算３回まで
43歳以上 助成対象外
※平成26年度以降、新規に申請する人は、第２子以降の特定不妊治療に対する助成回数の追加があります。

　不妊や不育症に関する悩みや不安を聞い
てほしい、さまざまな情報がほしいなど、
不妊に関する相談を受け付けています。

三重県不妊専門相談センター
専用電話　☎059－211－0041
相談日　毎週火曜日
　（第５火曜日、祝日、年末年始は除く）
受付時間　午前10時～午後４時
相談員　助産師・看護師（女性）

　亀山市不妊治療費助成
対象者　次のすべてを満たす人　

▽ �申請日の１年以上前から市内に住民票があり、不
妊治療（体外受精、顕微授精、人工授精）を行ってい
る夫婦（転入後１年以上経過してからの治療費が
助成対象）

▽ �夫婦の所得合計額が730万円未満で、助成対象と
なる治療開始時の妻の年齢が、43歳未満の人

助�成限度額　助成対象経費（「三重県特定不妊治療費
助成」を受けている人は、その助成額を控除した
額）の１／２で、10万円を上限

申請回数　１年度につき１回
※�「特定不妊治療費助成金上乗せ助成金」と併用はで
きません。

　　夫婦の所得合計額が400万円未満の場合は、
　　「特定不妊治療費助成金上乗せ助成金（助成限度額10万円）」があります。

��亀山市不育症治療費助成
　不育症治療を受けた夫婦に対し、その治療費の
一部を助成します。
所得要件　夫婦の所得合計額が400万円未満
助成限度額　１年度につき１回、10万円を上限

��三重県特定不妊治療費助成
　特定不妊治療（体外受精・顕微授精）のうち、保険
適用外となる自費分の一部を県が助成します。
所得要件　夫婦の所得合計額が730万円未満
助成限度額　１回の治療につき右表のとおり
※A・B・D・Eの初回の治療に限り30万円を限度
※�特定不妊治療の一環として採精の手術（男性不妊
治療）を行った場合は、15万円を上限に上乗せし
て助成します（Cの治療以外）。

助成回数　下表のとおり

 不妊治療の費用を
 助成します
　県と市では、不妊症や不育症の治療を受けられている夫婦の
経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。

長寿健康課健康づくりグループ（☎84－3316）

お知らせ
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※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

春のばら展
　美しいばらの花の展示と、会員
や一般の方から出品されたばらの
コンテストを行います。また、観賞
と栽培の仕方について、会場のば
ら（切り花・鉢植え）を参考に、適切
なアドバイスを行います。
と　き　５月12日（土）、13日（日）
　　　　午前10時～午後５時
※�13日の午後４時30分から、ばら
の花束の無料配布を行います。
と�ころ　亀山エコータウン１階
　多目的ホール
入場料　無料
問合先　三重ばら会
　　　　（豊田　☎82－7628）

第23回金王道ウォーキング
～伝説の武将が通った道～
　新緑の季節に、家族や友人などと
ウォーキングを楽しみましょう！
と　き　５月19日（土）
　午前８時30分～午後２時30分
※少雨決行、雨天中止
集�　合　昼生地区コミュニティセ
ンター（午前８時30分）
コ�ース　昼生地区コミュニティ
センター→【東コース】神向谷→
二本松→亀寿苑（トイレ休憩）→
【西コース】天神公園（昼食）→田
茂→昼生地区コミュニティセン
ター（約８㎞）
参加費　100円
※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　昼食、飲み物、帽子、
タオル、雨具、歩きやすい服装
問�合先　昼生地区まちづくり協議
会（昼生地区コミュニティセン
ター内　☎82－9113）

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
御幸町39－8）、亀山市観光協会
（関町新所664－2）、地域観光課
観光交流グループ（関支所１階）
にあります。

成人式の実行委員を募集
教育委員会生涯学習課

社会教育グループ（☎84－5057）
　平成31年１月13日（日）に実施予
定の成人式の実行委員を募集しま
す。社会へ踏み出す第一歩となる
成人式を、自分たちの手で創り上
げてみませんか？
活�動内容　プログラムの企画、式
典当日の司会進行や受付など
※�７月～12月の平日の夜（月１回
程度）に実行委員会を開催予定
対�象者　平成10年４月２日～平成
11年４月１日生まれで、亀山市
成人式に出席予定の人
募集人数　10人～15人程度
募集期限　５月18日（金）
申�込方法　教育委員会生涯学習課
社会教育グループへ電話または
直接お申し込みください。

亀山市関宿納涼花火大会で
メッセージ花火を打ち上げませんか？

亀山商工会議所
（☎82－1331、FAX82－8987）
　亀山市関宿納涼花火大会（８月
18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　６月22日（金）

５月４日（金）～10日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「がん検診のお知らせ」
●エンドコーナー（神辺保育園①）
５月11日（金）～17日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「歴史博物館�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～』
●エンドコーナー（神辺保育園②）

※�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。

※（　）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
（3月末時点・亀山署管内）

14件（－16） 0人（±0） 17人（－23） 371件（＋19）

亀山警察署（☎82－0110）　　　 飲酒運転の根絶
○わずかなお酒でも、運転能力・判断能力を鈍らせるおそれがあります。
○「ちょっとだけ」の軽い気持ちが重大な事故につながります。
○「乗らない」、「乗せない」、「飲ませない」を守りましょう。
※罰則（酒酔い運転）…５年以下の懲役または100万円以下の罰金、
　違反点数35点（運転免許取り消し）[前歴・その他累積点数がない場合]
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TOPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

3 31
　平成30年度全国高校総体（インターハイ）のウエイトリフティ
ング競技が、亀山市で行われることのPRなどを目的に開催。現役
（ALSOKウエイトリフティング部所属）選手によるトークショー
やデモンストレーション、来場者の競技体験会などが行われ、ウ
エイトリフティングの魅力を知る良い機会となりました。

高山観音春まつり（天神三丁目）、太岡寺畷さくらまつり（太岡寺町）
　各地で春を感じられるイベント（高山観音春まつり、太岡寺畷さくらまつり）が開催され、家族連れなどでにぎわい
ました。訪れた人たちは、咲き誇る桜の眺めや行われた催しなどを楽しみ、春の穏やかなひとときを過ごしました。

　地域の身近な話題や行事などを取材
し、市民の目線で記事を作成する、平成
30年度の市民記者が決定しました。
　作成された記
事は、広報かめ
やま毎月１日号
の裏表紙で紹介
します。

�　県と市町でつくる三重県広報協会による広報コンクール（平成
29年度）で、写真部門（一枚写真）、映像部門で入選しました。
　写真部門は、広報かめやま平成29年６月１日号の表紙写真が受
賞しました。映像部門は、平成29年12月に行政情報番組マイタウ
ンかめやまで放送した、『住めば、ゆうゆう。』特集番組「心地よい
“加太”の亀山ぐらし」が受賞しました。
　これからも、市民の皆さんに『伝わる』『分かりやすい』広報活動
に取り組んでいきます。

4  1

「市民記者が行く!!
              かめやま見てある記」

「広報かめやま」の市民記者が決定！

広報紙と行政情報番組がコンクールで入選しました！

平成30年度全国高校総体（インターハイ）
ウエイトリフティング競技大会PRイベント

中川浩伸さん
　感じたことをありの
ままに。皆さんに興味
をもってもらえるよう
頑張ります！

豊田康文さん
　昨年はお休みしまし
たが、また新たな発見
を求めて取材したいと
思います。

松村 正さん
　記事を読んで、「初め
て知った！」と言って
もらえることを楽しみ
に頑張ります。

高山観音春まつり 太岡寺畷さくらまつり
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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　4月1日現在　●総人口 49,599人（前月比－152）　●男 24,881人（前月比－86）　●女 24,718人（前月比－66）　●世帯数 21,140世帯（前月比－58）

バスの車体に、絵 ! ? 文字 !

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、広報秘書グループ（☎84－5021）へご連絡ください。

我が家の宝物！大好きだよ♡

　「え…なにこれは？」、
JR亀山駅前のバス停留
所に、白い車体全体に
落書きがしてある路線
バスが停まっているの
が目に付きました。
　近づいてみると、夢

や希望などの思いをこめた文字や絵が所狭しと描
かれていました。
　バスの運転手さんにお話を伺うと、昨年の秋に
「津まつり」の会場に訪れた子どもたちに、油性ペ
ンを使い自由に描いてもらったそうで、「お客さま
から、眺めていてとても楽しい気分になるとお声
をいただきます。地域の方の皆さまに、親しんでも
らえるバスになれば嬉しいです」とのことでした。
　その後、運転手さんはお客さんと共に夢や希望
を運ぶかのように、ハンドルをしっかり握りしめ、
安全確認をして出発していきました。

　このバスは時折、亀山市内の路線を運行してい
るそうで、常に運行しているわけではないとのこ
とでした。
　駅前にいたお客さんにもお話を伺うと、「最初見
たときは変な柄のバスだと思いました。でも、よく
見ると子どもたちが描いた絵であることに気付
き、おもしろい趣向で珍しいと思いました」とのこ
とでした。また、学生さんにも伺うと、「自分はサッ
カーをしているので、友人とボールを蹴っている
絵を描いてみたい」とのことで、皆さん微笑みなが
ら話してくれました。
　夢や希望を乗せて走る路線バス、私も一度、乗車
してみたいと思いました。

すくすく成長してくれてありがとう
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