もよおし
亀山里山公園「みちくさ」
春のイベント

余命２ケ月。―死にゆく母が家族を繋いでいく―

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。

※整理券は、
各施設の開庁・開館時
りする場所です。お気軽にお立ち
間内に配布します。
寄りください。
託
児 無料
（先着10人）
※認知症に関する個別相談も実施
※６月８日
（金）
までに文化共生グ
と き ５月15日
（火）
ループへお申し込みください。
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）
街並みウォーク 路地裏探検
対象者 認知症の人やその家族、 ウォーキング＆ニュースポーツ
地域住民など
亀山市レクリエーション協会
（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
参加費 無料
※申し込みは不要です。
と き ５月27日
（日）
午前９時～午後３時
三重県内男女共同参画連携 ところ 亀山東小学校周辺
チーム編成 １チーム２人～６人
映画祭2018
※小学４年生以下は保護者同伴
文化スポーツ課
文化共生グループ
（☎96－1223） 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。

©2016
『湯を沸かすほどの熱い愛』
製作委員会

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
14

広報かめやま

平成30年5月1日号

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。

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
もくよく

市役所
関支所

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。

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）

情報交流ひろば

FAX82-9955
FAX96-2414

平成30年工業統計調査の実施

お知らせ

となりまち

☎ 82-1111
☎ 96-1212

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。

政策課広報秘書グループ
（☎84－5021）

い が・こうか・か めやま

伊 余野公園つつじ祭
賀
市 ～初夏を彩る 鮮やかな花～

甲
賀 日本最古の茶所
市 ～最澄が伝えた 近江の茶～
さいちょう

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。

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。

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）

※販売先は、
滋賀県茶業会議所ホームページをご覧
URL
http://shigacha.chu.jp/）
。
ください
（
問合先 （一社）滋賀県茶業会議所（☎0748－63－6960）

伊賀市広聴情報課
（☎0595－22－9636）

甲賀市秘書広報課
（☎0748－69－2101）
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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。

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

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。

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

と

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。
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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。
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き

テーマ

講

糖尿病とは
７月25日（水）
医師
糖尿病と合併症（腎臓の病気）
９月27日（木）

糖尿病と眼の病気
糖尿病と検査

10月25日（木） ウォーキング

師

医師
臨床検査技師
理学療法士

12月20日（木）

糖尿病と薬
フットケアとは？

２月21日（木）

バイキングでカロリー摂取を
管理栄養士
知ろう（予約制）

※時間はいずれも午後２時～３時30分

薬剤師
看護師

市役所
関支所

各種検診・教室
ガ

ラ

ス

ステンド硝子アート体験教室

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

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。

図書館だより（５月）

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

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。

市立図書館
（☎82－0542）
関図書室
（☎96－1036）

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～

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。

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
５月16日～31日
休館日

テツじいちゃん（村林葉子）
サクラのなやみごと（川北千津子）

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）

～新着だより～

図書館の本棚から

あ だ ん

●本のエンドロール／安藤祐介
● 兵 ／木下昌輝
●アンダーカバー／麻生幾
つわもの

児 童
その他

『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

『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。

●額を紡ぐひと／谷瑞恵
●天龍院亜希子の日記
／安壇美緒

●おみせやさんでんしゃ
／林木林
●おかわりへの道／山本悦子
き り ん

●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
広報かめやま
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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

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

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
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］
）
18
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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。

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）
配信イメージ

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）

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）

【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）

市役所
関支所

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。

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）

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

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。

歴史博物館
（☎83－3000）

＜企画展示室＞
第30回企画展
＜企画展示記念イベント＞
「学生がひもといた亀山 ～亀山高校郷土史クラブ～」 「“亀山高校郷土史クラブ”を語る」
と き ６月10日（日）まで
と き ５月20日（日）
内 容 亀山高等学校には、かつて
「郷土研究会
午後１時30分～３時30分
（郷土史クラブ）」があり、市域の多数の遺跡調
ところ 歴史博物館講義室
査にも携わっていました。クラブの活動を紹
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
介しながら、地域の学生が明らかにしてきた
ら、当時の様子をお話しいただきます。あわせて、
亀山の歴史に焦点をあてます。
当館学芸員が、研究会OBに郷土史クラブの活動
企画展示観覧料 無料
の様子などをお聞きします。
【展示案内を行います】
定 員 40人（先着順）
展示担当者が企画展を案内します。
参加費 無料
※申込不要、
会場へ直接お越しください。
申込期限 ５月18日（金）
と き ６月３日（日）
申込方法 歴史博物館へ電話でお申し込みください。
午後１時30分～２時30分
ところ 歴史博物館企画展示室
＜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

広報かめやま
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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。

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）
～募集テーマ～
里山公園に息づく
生きものの営みや風景

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。

支援します！

空き店舗等への出店を

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）

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

出店募集！

金』を活用した
助
補
業
事
援
支
用
活
等
空き店舗

『

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。
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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

対象となる経費
○内外装工事費
○建物付属設備工事費
○看板設置工事費

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

補助金の額
○対象となる経費の1/2の額以内（上限100万円）

広報かめやま
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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。

問合先 産業振興課商工業・地域交通グループ
（☎84－5049）

市役所
関支所

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

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。

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（☎84－3316）

  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

治療内容（概要）

助成限度額

A 新鮮胚移植を実施

15万円

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

B

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。

夫婦の所得合計額が400万円未満の場合は、

があります。
「特定不妊治療費助成金上乗せ助成金
（助成限度額10万円）
」

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。

  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

せ
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。

お知ら

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）

広報かめやま
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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）

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。

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」
（神辺保育園①）
●エンドコーナー

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～』
（神辺保育園②）
●エンドコーナー
※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。

平成30年交通事故発生状況
人身事故

死亡者

14件（－16） 0人
（±0）
飲酒運転の根絶

（3月末時点・亀山署管内）

負傷者

物損事故

17人
（－23）

371件
（＋19）

※
（

）
内は前年同期比の増減数
亀山警察署（☎82－0110）

○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]
22

広報かめやま

平成30年5月1日号

※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）

