
と　き
　６月15日（金）～７月１日（日）
　午前９時～午後７時
※土・日曜日は午後５時まで
※火曜日、６月22日（金）は休館日
ところ　亀山市立図書館

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

もよおし
小・中学校教科書展示会
教育委員会学校教育課

教育支援グループ（☎84－5076）
　北勢第三地区教科用図書採択協
議会では、平成31年度用の中学校
道徳教科書の採択を行います。
　教科書採択に皆さんの意見を反
映させるために、教科書の展示会
を開催します。ぜひご覧いただき、
意見をお寄せください。
※市内の小・中学校用教科書も展示

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　６月19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。

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
甲伊賀焼伝統産業会館陶芸体験

～オリジナルの伊賀焼作品を作ろう～
みんなで植えよう田んぼアート
～田植え体験の参加者募集～

　田んぼアートとは、田んぼをキャンパスに見立て
色の異なる稲を使って、巨大な絵を描きます。稲の生
育とともに田んぼの近くを走る信楽高原鐡道の車窓
から、絵柄を眺めることができます。
　たくさんのご参加をお待ちしています。

と　き　６月10日（日） （受付は午前８時30分～）
ところ　 国 道307号「庚

こ う し ん

申口」交差点から約150ｍ
甲南方面へ進んだ水田

参加料　1人300円（おにぎり、お茶付き）
申込方法　当日、会場でお申し込みください。
※汚れてもよい服装でお越しください。
問合先　甲賀市観光企画推進課観光振興係
　　　　（☎0748－69－2190）
主　催　うしかい田んぼアート実行委員会

　伊賀焼伝統産業会館は、伊賀焼の窯元が集まる丸
柱地区にあります。伊賀焼が展示販売されているほ
か、２階の資料展示室では、伊賀焼の製造過程の説明
や、古い伊賀焼の資料を展示しています。
　また、陶芸体験ができ、陶芸家の指導のもと、ろく
ろを使って、お子さんも楽しく自分の作品を作れま
す。ぜひ、伊賀焼伝統産業会館へお越しください。

ところ　伊賀市丸柱169－２
開館時間　午前９時～午後５時
休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
入館料　大人200円、中高生100円
　　　　（陶芸体験は別途費用が必要）
アクセス　名阪国道「壬生野IC」から車で約15分
問合先　伊賀焼振興協同組合（☎0595－44－1701）
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市民体力テスト
～体力年齢を測ってみよう～
文化スポーツ課スポーツ推進グループ

（☎96－1224）
　体力に自信のある人、運動不足
かなと思っている人など、どなた
でもご参加いただけます。
　体力テストの結果で、体力年齢が
判定できるので、体力づくりや健康
維持の目安にもご活用できます。
と　き　６月22日（金）
　　　　午後６時～９時
※受付は午後５時30分～
ところ　西野公園体育館
内�　容　握力、立ち幅跳び、長座体
前屈、上体起こし、開眼片足立ち、
反復横跳び、障害物歩行、シャト
ルラン（65歳未満）、６分間歩行
（65歳以上）
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　体育館シューズ、タ
オル、飲み物、動きやすい服装

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　６月21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。

の数×7,200円
　　（年齢は平成29年12月31日時点）

▽ �生活保護法の規定により、保護
を受けている世帯

▽ �上記の世帯以外の世帯のうち、
同一世帯で同時就園または小学
校１年生～３年生の兄・姉がい
る世帯
※�世帯の状況によっては、兄・姉の
年齢に関わらず補助の対象とな
る場合があります。

西野公園体育館競技場に
空調設備を設置しました
文化スポーツ課スポーツ推進グループ

（☎96－1224）
　西野公園体育館に空調設備（冷
暖房）を設置しました。体育館を使
用の際は、ぜひご利用ください。
　ご利用の際は、西野公園体育館
の窓口でお申し込みください。
利用料　１時間あたり3,780円

法務局職員・司法書士による
未来につなぐ相続登記相談会
津地方法務局鈴鹿出張所
（☎059－382－1171）

　法務局職員・司法書士が相続登
記に関する相談にお応えします
（予約制）。
と　き　６月30日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　鈴鹿市男女共同参画センター
　ジェフリーすずか
　（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
相談料　無料（１人30分程度）
申�込方法　津地方法務局鈴鹿出張
所へ電話でお申し込みください。

お知らせ
私立幼稚園児の

保護者の皆さんへ
就園奨励費補助金について

子ども未来課
子ども総務グループ（☎84－3315）
　市では、市内に住所を有し、満３
歳以上の幼児が私立幼稚園（市外
の私立幼稚園を含む）へ通園して
いる世帯に対し、入園料と保育料
の負担を軽減するための就園奨励
費補助を行っています。
　希望する人は、６月15日（金）ま
でに、通園している幼稚園へお申
し込みください。
※�子ども・子育て支援新制度に移
行した幼稚園は対象になりませ
んので、通園している幼稚園へ
ご確認ください。
対象世帯

▽ �平成30年度に納付すべき市民税
が非課税または均等割のみの
世帯

▽ �平成30年度に納付すべき市民税
の所得割課税額が、171,600円に
次の①②の合計を加えた額以下
の世帯
　①�16歳未満の扶養親族の数×
19,800円

　②�16歳以上19歳未満の扶養親族

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

６月１日（金）～７日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　 「新たな『環境活動ポイント制度
（AKP）』について」

●エンドコーナー
　「みずきが丘道伯幼稚園③」
６月８日（金）～14日（木）

●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「みずきが丘道伯幼稚園④」

※ 午前６時から午前０時まで、30
分番組（文字情報を含む）を繰
り返し放送しています。なお、
放送内容を変更する場合があ
りますので、ご了承ください。
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すぐに洗い流して医療機関を受診
してください。
※�詳しい情報は、環境省ホーム
ページに掲載しています。

環境省　セアカゴケグモ

福祉（介護）タクシーを
ご利用ください

長寿健康課高齢者支援グループ
（☎84－3312）

地域福祉課障がい者支援グループ
（☎84－3313）

　福祉（介護）タクシーは、つえや車
いすが必要な人など、一般タクシー
の利用が難しい人にご利用いただ
けるタクシーです。事業者によって
は、介護職員初任者研修修了者や介
護福祉士の資格を持った乗務員が、
乗降介助や移動に伴う介助、薬の受
け取りの手伝いなども行います。
　乗車料金は、一般タクシーとほ
ぼ同じです（車いすやストレッ
チャーの利用など、介助内容に
よっては福祉用具代や介助料金等
が別途必要）。

毒グモ「セアカゴケグモ」に
ご注意ください！
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　セアカゴケグモは、特定外来生
物に指定されている外国から侵入
してきた毒グモです。毒はメスだ
けが持ち、体長は１cm程度で腹部
背面に赤い模様があります。オス
には毒がなく、体長は５mm程度
で赤い模様はありません。
　セアカゴケグモを発見した場合
は素手で触らずに、家庭用殺虫剤�
で駆除するか、踏みつぶしてくだ
さい。触るとかまれることがあり
ますので、絶対に素手で触らない
でください。もし、かまれた場合は、

　タクシー券を使用できる事業者
もありますので、お気軽にご利用
ください。
�このような人が利用できます�

▽要介護・要支援認定を受けている人

▽ �車いすを利用する人、介助が必
要な人

▽身体障がい者

▽ �知的・精神障がい者で１人での
移動が難しい人

▽ �けがや病気で１人での移動が難
しい人
※付添いの人も利用できます。
�このようなときに利用できます�
　通院、退院・転院、買い物、冠婚葬
祭、旅行など
※半日や１日の貸し切りもあります。

環境
コラム

今日は何の日？
　６月５日は「環境の日」！

　ご存じですか？６月５日は「環境の日」です。
　これは、1972年６月５日からストックホルムで開
催された「国連人間環境会議」を記念して定められた
ものです。国連では、日本の提案を受けて６月５日を

「世界環境デー」と定めており、日本では環境基本法
が「環境の日」を定めています。
　また、平成３年度から、毎年６月を「環境月間」と
し、全国でさまざまな取り組みが行われています。
　市でも、環境保全活動の取り組みの一環として、
クールビズや緑のカーテン活動の推進、市域の環境
状況が良好に保たれているかの調査などに取り組ん
でいます。
　皆さんも、６月５日の「環境の日」をきっかけに、地
球にやさしい生活を送ってみてください！

問合先 環境課環境創造グループ（☎96－8095）

環境活動ポイント制度（AKP）に参加しよう！
　市では、『無理なく』『楽しく』省エネ行動や環境
活動に取り組んでもらうための「環境活動ポイン
ト制度（AKP）」への参加者を募集しています。
　家族みんなで「AKP」に参加し、電気・ガス・水道
使用量の削減などの省エネ行動・環境活動の内容
に応じてポイントを貯めると、獲得ポイント数に
よって、市内で使用できる商品券や農産物詰め合
わせなどに引き換えできます。
　参加申請書は、市役所本庁舎、関支所、あいあい、
総合環境センターに配置（市ホームページからも
ダウンロード可）していますので、
申請の上、ぜひご参加ください！
※募集世帯数に達し次第、受付終了します。

亀山市　AKP

参加お待ちしています！
詳しくは、市ホームページ
などでご確認ください。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

６月１日は「景観の日」です
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）
　平成17年の景観法施行日に合わ
せて、毎年６月１日は「景観の日」
に定められています。
　市でも、平成23年に亀山市景観
計画を定め、亀山市の豊かな自然、
長い歴史の中で育まれてきた魅力
ある風景を守り、育て、そして将来
に残していけるよう、市民や事業

基準の規制対象になりますの
で、事前に都市整備課都市計画グ
ループへお問い合わせください。

者の皆さんとともにさまざまな取
り組みを進めています。
�届出が必要な場合があります�
　良好な景観の形成を図るため、
大規模な建築物などを建築する場
合は、事前に届出が必要です。
　また、関宿、亀山宿、坂本棚田周辺
は、規模に関わらず建築物を建築す
る場合は、事前に届出が必要です。
※�届出対象になる建築物などは、亀
山市景観計画に定める景観形成

図書館だより（6月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『茶屋四郎次郎、伊賀を駆ける』　
諏訪宗篤／著
朝日新聞出版（2018年２月刊）
　いち早く家康に本能寺の変を知らせ
た男、茶屋四郎次郎。父の代には徳川家
に仕える武士であったが、今は徳川家
出入りの一商人である。忠義心と打算
もあり、茶屋は家康を追っ手から逃し
三河に帰すべく、駆けに駆ける。

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

　図書館では、２カ月ごとに「図書館の
本棚から」というオススメ本紹介記事
を館内と市立図書館ホームページに掲
示・掲載しています。６月には、職場体
験学習に来られる中学生のオススメ本
も紹介します。新たな本との出会いの
ヒントにしてみませんか？

～新着だより～
●じっと手を見る／窪 美澄
●マザリング・サンデー
　／グレアム・スウィフト
●貝社員 浅利軍平／浜口倫太郎
●集団探偵／三浦明博
●コンタミ／伊与原 新
●りんごときどき／しまだともみ
●弾きがえる／久留島武彦
●てんとくんのほしさがし
　／いぶき彰吾
●あべ弘士 どうぶつクイズ教室／あべ弘士
●めろんさんがね・・／とよたかずひこ
●イチからの俳句入門／辻 桃子
●私の少女マンガ講義／萩尾望

も と

都
●豊国大明神の誕生／野村 玄
●つらくない透析／小原功

よ し ひ ろ

裕
●ハーバリウム／誠文堂新光社

ほか400冊

『三重　祭りの食紀行』　
千種清美／著
風媒社（2018年２月刊）
　三重県は、日本のほぼ真ん中に位
置することもあり東西文化が交錯す
る地である。著者は県内各地の祭り
を訪ね、神に供える〈食（神

し ん せ ん

饌）〉、また
その〈お下がり〉を通して、豊かで特
色ある三重の食文化にせまる。

おはなし会
　６月２日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
　６月６日（水） 午後３時～　関文化交流センター（和室）
紙芝居会
　６月20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
　６月２日（土） 午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会
　６月13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］
　６月１日～15日　ヤモリのもりちゃん初めての友だち（村上基子）
　６月16日～30日　ふうちゃんとお日さま（片岡きみ子）
休館日　市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
　　　　関図書室…毎週月曜日、22日（金）
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内　容　親子で守ろう歯の健康
講　師　健康福祉部長寿健康課
　　　　保健師・歯科衛生士
対�象者　０歳から就学前までの乳
幼児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

ハーバリウム体験教室
西野公園体育館（☎82－1144）
　ハーバリウムとは、色とりどり
のドライフラワーが特殊な液体と
ともに瓶詰めされたインテリア雑
貨です。どなたでも気軽に楽しん
でいただけます。
と　き　６月21日（木）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　西野公園体育館会議室
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　1,800円（材料費含む）
申込開始日　６月３日（日）
申�込方法　参加費を持参の上、西
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

各種検診・教室
こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

　専門医が相談に応じます（予約
制）。秘密は厳守されますので、お
気軽にご相談ください。
と　き　７月５日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　県鈴鹿保健所
　　　　（県鈴鹿庁舎１階）
対�象者　こころに悩みを持つ本人
またはその家族など
相談料　無料
申�込方法　県鈴鹿保健所地域保健
課へ電話でお申し込みください。

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0203）

と　き　６月13日（水）
　　　　午前10時30分～11時
ところ　関子育て支援センター
　（関認定こども園アスレ内）

６月３日（日）～９日（土）は
「危険物安全週間」です

消防本部予防課
危険物グループ（☎82－9492）
　日常生活のなかで私たちは多く
の危険物を使用しています。ガソ
リン、灯油、塗料、接着剤、農薬、漂
白剤などは、気温が上がるこれか
らの季節は可燃性ガスが発生し、
事故や火災につながる危険性が高
まります。
　危険物の取り扱いや保管につい
て再度確認し、事故や火災を未然
に防ぎましょう。

「道の駅」関宿
２階スペースをお貸しします
「道の駅」関宿（☎97－8200）
　市内在住の人を対象に、サーク
ルなどの打ち合わせに、「道の駅」
関宿の２階スペースを無料でお貸
しします。
※�使用要領、申込方法など詳しく
は、「道の駅」関宿へお問い合わ
せください。

市立医療センターだより  市立医療センター（☎83－0990）

院長就任のあいさつ
　平成30年４月１日より、院長に就任しました谷川健次です。平成17年より
市立医療センターの外科部長・診療部長として勤務してまいりましたが、前院
長の今井医師退官に伴い、この度、院長に就任しました。
　市立医療センターは平成２年６月に開院し、以来、地域の中核病院としての
役割を果たしてきました。一時、医師の確保が困難となり、受診制限を行った
こともありましたが、三重大学病院をはじめ近隣病院、医師会のご協力によ
り、現在では亀山市の救急対応や在宅医療、老人施設の後方支援病院など、多
岐にわたり地域の医療体制の中心的役割を果たすようにまでなりました。
　病院はもちろん病気やけがを治療するところではありますが、特に市民病
院などの自治体病院は、その地域にお住まいの方々に安心を提供する役割も
担っています。今後も周辺の医療機関と協力しながら、市民の安心のよりどこ
ろとしての市立医療センターを発展させていきたいと考えていますので、皆
様のご支援をお願い申し上げます。

７月３日（火）から、眼科外来診療に火曜日が追加されます
　眼科外来診療予定は右表のとおりです。
　受付時間は午前８時30分～午後２時30分

月 火 水 木 金
眼科 ○ ○ ○
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

堺ブレイザーズ選手による
バレーボール教室

西野公園体育館（☎82－1144）

　プレミアリーグで活躍している
堺ブレイザーズ選手による、技術
向上を目指したバレーボール教室
を開催します。選手と小・中学生の
対戦なども予定しています。
と　き　６月17日（日）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　西野公園体育館
対�象者　小・中学生（バレーボール
経験者に限る）
参加費　無料
※スポーツ保険は主催者側で加入
申�込方法　チーム単位で、西野公
園体育館へ直接お申し込みくだ
さい。

申�込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

はじめてのプール
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　水遊びをしている間に、自然と
水慣れができるようになります。
水が苦手な子や怖がる子でも大
丈夫です。プールで楽しく遊びま
しょう！
と�　き　６月19日（火）、20日（水）、
21日（木）、27日（水）、28日（木）
　午後３時30分～４時30分（全５回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　３歳～小学生未満の人
定　員　10人（先着順）
参加費　2,000円
スポーツ保険料　800円
持�ち物　水着、キャップ、タオル、
ゴーグル
申込開始日　６月１日（金）　
申�込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

赤ちゃんから始める水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　赤ちゃんとお母さんが一緒に
なって、簡単な遊びを楽しめる水
中ふれあい教室です。
と�　き　６月19日（火）、20日（水）、
21日（木）、27日（水）、28日（木）
　午後１時～２時（全５回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対�象者　生後６カ月～３歳の乳幼
児とその保護者
定　員　10組（先着順）
参加費　3,000円
スポーツ保険料　1,600円
持�ち物　水着、キャップ、タオル、
水遊び用紙おむつ
申込開始日　６月１日（金）

歴史博物館だより（6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

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、11日（月）～15日（金）
（展示撤収のため）、25日（月）～29日（金）（資
料くん蒸のため）

【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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対象者　18歳以上の女性
定　員　20人（先着順）
参加費　6,000円
※スポーツ保険料が別途必要です。
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　６月３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　10人

大人のチアダンス教室
東野公園体育館（☎83－1888）
　基本動作から振り付けまで、丁
寧にお教えします。また、チアダン
スに必要なインナーマッスルを鍛
えることで、美しい姿勢を目指し
ます。皆さんで楽しく踊りましょ
う！
と�　き　
　６月12日～９月25日の火曜日
　午後７時30分～９時（全12回）
※申込時に日程表をお渡しします。
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

認知症・介護予防体操教室
～希望をもって元気に生きる～
野村きぼう苑（☎84－7888）

と　き　６月６日（水）
　　　　午前10時～11時30分
ところ
　野村地区コミュニティセンター
内　容　健康体操（セラバンド体操）
※�セラバンド（ゴム製のトレーニン
グ用バンド）は主催者側で準備
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　
　上履き、動きやすい服装

２度洗いが効果的！
２から９までの手順を
くり返し、２度洗いで細
菌やウイルスを洗い流
しましょう。

Ⓒ（公社）日本食品衛生協会

問合先 長寿健康課健康づくり
グループ（☎84－3316）

食中毒を
家庭で
予防しよう！
　これからの季節は、食中毒の危
険性が高まります。
　毎日のちょっとした心掛けで
家庭の食中毒を防ぎましょう。

正しい手洗いで
      食中毒予防！　

　手洗いは食中毒予防の第一歩!
　正しい手洗い方法を身に付け、
食中毒を予防しましょう。
　石けんを使ってよく手を洗い、
細菌やウイルスを手から落とす
ことが重要です。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

大人の健康塾
レクリエーション

～楽しくできる全身運動～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　６月８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　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん
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　飲み物、上履き

亀山学校
～泌尿器科について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　６月14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
　亀山�腎・泌尿器科クリニック
　院長　堀�靖英さん
対�象者　医療・介護・福祉や介護予
防などに関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具
共　催　亀山医師会

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　６月の毎週火曜日（６月
５日、12日、19日、26日）
※いずれも午前10時～11時30分
ところ　亀山老人保健施設１階
　　　　（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

募　集
サマーキャンプ

参加小学生を募集！
教育委員会生涯学習課

社会教育グループ（☎84－5057）
　年齢の異なる人たちと一緒にさ
まざまな体験活動を通して、楽し
みながらも規律正しい生活習慣を
育みませんか？
と　き
　８月21日（火）�午前９時30分～
　８月24日（金）�正午（３泊４日）
ところ　鈴鹿峠自然の家
対象者　小学４年生～６年生
募集人数　30人程度
※応募者多数の場合は抽選
参加費　4,500円
申込期間　
　６月25日（月）～７月５日（木）
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。
主　催
　亀山市青少年育成市民会議

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　６月の毎週木曜日（６月
７日、14日、21日、28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。

(　 　　　)

住宅名 階　数
（床面積） 家賃（月額） 住　所

鹿島住宅
G－9号

３階建ての３階
（65.00㎡）

 18,300円～ 
      35,900円  

 北鹿島町
 9番301号

野村団地住宅
N－303号

３階建ての３階
（47.23㎡）

 10,700円～
     21,000円

 野村一丁目
 10番7－303号

※家賃は、入居する人の収入月額などにより変動します。
※上記住宅の申し込みは、世帯員が２人以上の世帯に限ります。
※ (　  )の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの優先入居

住宅です。

受付期間　６月６日（水）～15日（金）
※ 入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付期間に

限らず、都市整備課住まい推進グループへお問い合わせください。
※ 応募のなかった住宅は、抽選日（日時は未定）の翌日から先着順に

申し込みを受け付けます。
入居時期　８月中旬（予定）
受付場所　都市整備課住まい推進グループ

市営住宅入居者募集
都市整備課住まい推進グループ（☎84－5038）
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※�申込者多数の場合は、申込書を
審査の上で抽選
料　金　29,000円（定額）
※�このほか、保険料や行事費用な
どの実費が必要となります。
申込期限　６月14日（木）必着
申�込方法　子ども未来課子育てサ
ポートグループへ、必要書類を添
えて申込書を提出してください。
※�申込書などは子育てサポートグ
ループにあります（市ホームペー
ジ［子育てサポートグループの
ページ］からもダウンロード可）。

介護保険認定調査員［鈴鹿亀山地区
広域連合派遣]（非常勤職員）の募集
長寿健康課高齢者支援グループ

（☎84－3312）
募集人数　１人
業�務内容　鈴鹿市・亀山市での要
介護認定調査、調査票の作成お
よび確認業務

甲種防火管理者
資格取得講習会の受講者募集
消防本部予防課予防グループ

（☎82－9492）
　一定規模以上の店舗や工場など
は、防火上必要な業務を行うため
に防火管理者を選任することが義
務付けられています。この資格を
取得するための甲種防火管理者資
格取得講習会を開催します。
と　き　７月28日（土）、29日（日）
　　　　午前９時30分～午後４時
※２日間の受講が必要です。
ところ　亀山消防庁舎
　　　　（野村四丁目1－23）
定　員　50人（先着順）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込期間

▽市内在住者・事業所
　７月２日（月）～13日（金）

▽そのほかの人
　７月９日（月）～13日（金）
※�いずれも土・日曜日は除く午前
９時～午後５時
申�込方法　亀山消防庁舎、または
各分署にある申請書（消防本部
ホームページからもダウンロー
ド可）に必要事項を記入の上、受
講料を添えて、消防本部予防課
予防グループへお申し込みくだ
さい。

長期休暇子どもの居場所事業
（夏休み）利用者を募集

子ども未来課
子育てサポートグループ（☎96－8822）
　保護者が就労などの理由により、
家庭で見守ることができない小学
生のお子さんを対象に、夏休み期
間中の居場所づくりを行います。
と　き
　７月21日（土）～９月１日（土）
　午前８時～午後７時
ところ
　青少年研修センター２階和室
対象者　市内に在住する小学生
定　員　40人程度

応募資格　すべてに該当する人

▽ �介護支援専門員、保健師、看護師
のいずれかの資格取得者

▽ �普通自動車運転免許取得者
（AT限定可）で、パソコン操作
（入力や検索）ができる人
任�用期間　７月１日～平成31年３
月31日（更新する場合あり）
勤�務日数　週５日（原則として土・
日曜日、祝日は休み）
勤務場所　鈴鹿亀山地区広域連合
　（鈴鹿市役所西館３階）
賃　金　時間給1,330円
社�会保険など　健康保険、厚生年
金保険　雇用保険
募集期限　６月15日（金）
応�募方法　長寿健康課高齢者支援
グループへ電話連絡の上、履歴
書を持参してください。

※（　）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
（4月末時点・亀山署管内）

24件（－18） 0人（±0） 29人（－27） 462件（＋6）

亀山警察署（☎82－0110）自転車安全利用五則
～自転車は車のなかまです。ルールを守って安全に運転しましょう～
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
　（13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者などは歩道を通行できます）
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
　（飲酒運転、二人乗り、並進の禁止）
⑤子どもはヘルメットを着用

６月の納期
（納期限・口座振替日）

７月２日（月）
市県民税　　　　　　  第１期
介護保険料　　　　　　第２期
市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。
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託　児　10人（先着順）
申�込方法　住所、氏名、電話番号、
お子さんの年齢（学年）を明記
（託児希望の場合はその旨を追
記）の上、ファクスまたはＥメー
ルでお申し込みください。
申�込先　ぽっかぽかの会（浜野
☎・FAX［共通］83－4956、☎83－
3105［午前９時～午後３時］、
　 y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

民話語りの集い
　ふるさとに伝わる民話を語り継
ぐ集いを催します。
　今年は、亀山の民話を中心に語
ります。どんな話が伝えられてき
たのか、亀山の昔の人の思いに触
れてみませんか？お気軽にお越し
ください。
と　き　６月16日（土）
　　　　午後１時～３時30分
ところ　亀山市社会福祉センター
　（亀山公園内）３階集会室
入場料　無料
問合先　亀山民話を語る会
　　　　（寺山　☎82－4031）

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①６月21日（木）
　　　　②７月19日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①四国遍路霊場めぐり
　（語り部　片柴康正さん）
②大月関平とト伝
　（語り部　古川正子さん）
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）

関宿囲碁大会 参加者募集
　関地区に限らず、広く参加者を
募集します。５局以上の対戦で表
彰対象とします。

と　き　７月７日（土）
　午前８時50分～午後４時30分
ところ　老人福祉関センター
　　　　（関小学校南側）
募集人数　40人（先着順）
※椅子席もあります。
参加費　1,100円（昼食付き）
※当日、会場でお支払いください。
申込期限　６月29日（金）
申込先　関宿囲碁大会実行委員会
　（川合　☎090－8458－2722）

亀山西小学校区
「児童クラブおつきさま」

指導員・事務員の募集
募集人数　３人
勤務日　月～金曜日の週２日～４日
勤務時間
　午後２時30分～６時30分
※勤務日や勤務時間などは応相談
賃　金　時間給850円
　　　　（研修期間あり）
社会保険など　労災保険、傷害保険
申込先　児童クラブおつきさま
　　　　（井村　☎82－2015）

三重県立美術館ボランティア
「欅

けやき

の会」会員の募集
　三重県立美術館で活動するボラ
ンティア団体の会員を募集します。
対象者　すべてに該当する人
①�18歳（高校生は除く）～68歳で、
月４回（半日単位）以上の活動が
できる人
②�７月21日（土）、28日（土）に開催
の養成講座を受講できる人
募集期限　６月30日（土）
応�募方法　往復はがきに、郵便番
号、住所、氏名、年齢、生年月日、
電話番号を明記の上、三重県立
美術館ボランティア「欅の会」
（〒514－0007　津市大谷町11）
へお申し込みください。
問�合先　三重県立美術館ボラン
ティア「欅の会」（☎059－227－
2100）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

関宿旅ゼミを開催します
　皆さんは、年間どのくらい国内
や海外へ旅に出掛けますか？旅の
醍醐味や楽しさなどを自身の旅経
験（国内、海外34カ国）からお伝え
します。美味しい紅茶を飲みなが
ら楽しくお話ししましょう。
　また、写真や資料をまじえて旅の
プランニングやアドバイスをします。
とき・内容

▽ �６月８日（金）…ドイツ（ベートヴェ
ンの故郷・ライン河の古城の旅）

▽�６月22日（金）…ロンドンから、
ユーロスターに乗ってパリへ
※いずれも午後２時～３時30分
と�ころ　関地区まちかど博物館
（関郵便局斜め前「菓子処�いちみ」）
定　員　各回４人
参加費　無料
申込先　鈴鹿・亀山まちかど博物館
　（一見　☎090－2314－8068）

ぽっかぽかの会 座談会
～志村浩二先生（臨床心理士）に

聞こう・話そう～
　亀山市健康福祉部子ども総合セ
ンター専門監であった志村浩二さ
んをお迎えし、お子さんの障がい
等について、日ごろ疑問に思って
いること・悩んでいることなどを
一緒にお話ししませんか？
　また、希望する人は座談会終了
後も、昼食を食べながら志村さん
とお話ししましょう。
と　き　６月16日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　1,000円（会員は無料）
※�昼食を食べながらのお話を希望
する人は740円（昼食代）が必要
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