
暮らしの情報

申込期間　
　６月26日（火）～７月５日（木）
申�込方法　亀山児童センター（月

曜日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

亀山市納涼大会
灯おどりまつりの練習をします
亀山市納涼大会実行委員会事務局
（地域観光課観光交流グループ内
☎96－1215）
　８月４日（土）に開催予定の亀山
市納涼大会で、「灯おどりまつり」を
行います。その練習を２会場で行
いますので、ぜひご参加ください。
と　き　７月１日（日）

▽午前９時30分～
　青少年研修センター

▽午後１時30分～
　関文化交流センター
内　容　亀山音頭、亀山小唄など

リフレッシュセミナー
スポーツ吹矢

亀山市レクリエーション協会
（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
と　き　７月21日（土）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　亀山東小学校体育館
参加費　300円（傷害保険料含む）
※当日、会場でお支払いください。
持ち物　上履き、飲み物、タオル
申込期限　７月15日（日）
申�込方法　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。

申込期限　７月６日（金）
申�込方法　長寿健康課高齢者支援

グループへ電話または直接お申
し込みください。

夏休み特別企画！
南部浄化センター・親子探検ツアー
～使ったあとの水のゆくえを

親子で探検しよう！
下水道課下水道管理グループ

（☎97－0628）
と　き　７月25日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
と�ころ　（公財）三重県下水道公社

南部浄化センター（四日市市楠
町北五味塚1085－18）
対�象者　市内に在住する小学４年

生～６年生の児童（小学生の弟、
妹の参加も可）と保護者
参加費　無料
定　員　15組
※応募者多数の場合は抽選
申込期間
　６月20日（水）～７月11日（水）
申�込方法　往復はがきに次の事項

を記入の上、南部浄化センター
へ送付してください。

▽  往信表面…〒510－0103　四日市
市楠町北五味塚1085－18　南部浄
化センター「親子探検ツアー」係

▽  往信裏面…住所、電話番号、児童
と保護者の氏名（ふりがな）、児
童の通学校名・学年

▽返信表面…郵便番号、住所、氏名

夏休み工作教室
亀山児童センター（☎82－9460）

　みえこどもの城・移動児童館に
よる工作教室を開催！夏の思い出
づくりに、ぜひご参加ください。
と　き　７月24日（火）
　　　　午前10時30分～正午
ところ　亀山児童センター２階
内　容　コラージュ（貼り絵）
対象者　小学生
定　員　30人（先着順）
参加費　無料

第14回亀山市消防操法大会
消防本部消防総務課

消防救急グループ（☎82－9496）
　地域の安心・安全を支える消防
団員が、日頃の訓練の成果を競い
合います。
　消防団員の懸命で規律ある姿を、
ぜひご覧ください。
と　き　７月１日（日）
　　　　午前８時30分～正午
※雨天時は７月15日（日）に延期
ところ　亀山消防署北東分署
　　　　（長明寺町842－1）
駐�車場　パナック（株）亀山工場　

駐車場、（株）ホンダロジスティ
クス三重事業所駐車場、住友電
装（株）亀山事業所駐車場

※ できるかぎり乗り合わせでの来
場にご協力ください。

介護者のつどい
～身体を動かしてリフレッシュ～
長寿健康課高齢者支援グループ

（☎84－3312）
　介護者本人の日頃の疲れを癒し、
心身ともにリフレッシュするため
の講座と交流会を開催します。
と　き　７月11日（水）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　あいあい２階研修室
講　師　健康運動指導士
　　　　石松 禎さん
対�象者　高齢者を在宅で介護して

いる人、介護に関心のある人
定　員　10人程度
参加費　無料
持ち物など　動きやすい服装
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　小・中学生…50円
　高校生、一般…100円

▽午後１時～５時30分
　小・中学生…100円
　高校生、一般…210円
※ 悪天候や水温が低く水泳に適さ

ない日などは、予告なく公開を
中止する場合があります。

 水泳記録会（無料） 
と　き　一般公開中いつでも
対象者　小学生以上で50mを泳げる人
 無料開放デー 
と　き　７月16日（祝）

▽午前９時～午後０時30分

▽午後１時～５時30分

集団検診（乳がん検診）
２次募集のお知らせ
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
　集団検診（乳がん検診）の２次募
集を行います。
申込開始日
　６月27日（水）午前８時30分～
申�込方法　長寿健康課健康づくり

グループへ電話または直接お申
し込みください。

道路ふれあい月間
土木課施設保全グループ
（☎84－5041）

　毎年８月は「道路ふれあい月間」
です。全国一斉に道路周辺の草刈
りやごみ拾いなどの道路清掃活動
が実施されています。
　亀山市でも７月～９月を実施期
間と定め、道路清掃活動を推進し
ています。
　今年度の一斉清掃活動日は、
７月29日（日）です。道路清掃活動
へのご協力をお願いします。
※ 全国高校総合体育大会の一部競

技が８月に市内で開催されるた
め、例年の８月第１週日曜日とは
異なりますのでご注意ください。

西野公園プール一般公開
西野公園体育館（☎82－1144）

　西野公園プールを７月１日（日）
から９月２日（日）まで一般公開し
ます。
開放時間・利用料金

▽午前９時～午後０時30分

※定員になり次第、締め切ります。
※ 募集日程などは、申込開始日以

降にお問い合わせください。

水道メーターの取り替え
上水道課上水道管理グループ

（☎97－0621）
　市では、市指定給水装置工事事
業者に委託して、検定有効期間の
満了が近い水道メーターの取り替
えを行っています（平成31年３月
まで順次予定）。平成30年度に取替
対象となる家庭には「使用水量の
お知らせ」にメーター取替対象と
印字しますのでご確認ください。
直近の取替期間
　６月25日（月）～28日（木）
※ メーターの使用期限は蓋

ふた
の内側

で確認でき、約１年前から取替
対象になります。

※ 不在時でも取り替える場合があ
ります。メーターの周りに物を
置かないなど、ご協力をお願い
します。

※ メーターの取替作業後は、一時
的に濁りや空気などが出る場合
がありますのでご注意ください。

　インターネットにより、住んでいる地域
や時間に関係なくコミュニケーションの輪
が広がり便利になる一方で、インターネッ
トを悪用した行為が増えています。他人へ
の中傷、無責任なうわさ、個人のプライバ
シーに関する無断掲示、差別的な書き込み
など、人権やプライバシーの侵害につなが
る情報が流れています。
　特に問題となっていることのひとつに、
勝手に撮った写真をSNS（※）などへ無断投
稿することがあげられます。自分が撮影し
た写真をみんなに見せたいと思うのは悪い
ことではありませんが、公開されることで
不利益を被る人がいれば話は別です。写真

その写真、だれが見ても大丈夫？
がいったんインターネット上に流出すれば
回収するのは困難であり、被害を受けた人
は将来にわたり苦しむことになるなど、重
大な人権侵害が起こる場合があります。
　多くの人が写っている写真、学校での友
達との写真などは特に注意が必要です。
　自分にとって何の問題のないことも、相
手にとって重大な問題となる場合があるこ
とを忘れずに、お互いの立場を尊重した行
動をとるようにしましょう。

※�SNS…ソーシャル・ネットワーキング・
サービスの略。インターネットを通じて、
社会的つながりを提供するサービス。

共生共生 文化スポーツ課 
文化共生グループ（☎96－1223）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 国際化男女共同参画
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参加費　無料
持�ち物など　室内用トレーニング

シューズ、タオル、動きやすい
服装
申込開始日　６月19日（火）
申�込方法　長寿健康課健康づくり

グループへ電話または直接お申
し込みください。
そ�の他　中学生以下の子ども同伴

での利用はできません。

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　７月の毎週火曜日（７月

３日、10日、17日、24日、31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

と　き

▽７月18日（水） 午後２時30分～
　…シェイプアップ講座①

▽７月24日（火） 午前10時30分～
　…シェイプアップ講座②
※各回20分程度
ところ
　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下は除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　室内用トレーニング

シューズ、タオル、動きやすい
服装
そ�の他　中学生以下の子ども同伴

での利用はできません。

あいあいトレーニング室
利用説明会

長寿健康課健康づくりグループ
（☎84－3316）

と　き

▽７月４日（水） 午後２時～３時

▽７月25日（水） 午前11時～正午
ところ
　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下は除く）
定　員　各回５人（先着順）

CO2削減/ライトダウンキャンペーン
６月21日～７月７日に実施
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　環境省では、CO2削減/ライトダ
ウンキャンペーンとして、地球温
暖化対策のために、ライトアップ
施設や家庭の照明を消していただ
くよう呼び掛けています。
　また、キャンペーン期間中の
６月21日（夏至の日）と７月７日

（クールアース・デー）両日の午後
８時～10時（２時間）を特別実施日
として設定し、全国のライトアッ
プ施設や各家庭の照明の一斉消灯
を呼び掛けます。
　このキャンペーンをきっかけに、
皆さんも地球にやさしい生活をし
ましょう。

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

長寿健康課健康づくりグループ
（☎84－3316）

　トレーニング室で、簡単にでき
る運動のミニ講座を行います。

　国民年金保険料（月額16,340円��
［平成30年度］）を納めることが経済的
に困難な場合、保険料が免除または納
付が猶予される「保険料免除・納付猶予
制度」があります。
※�本人や世帯主、配偶者の所得審査が
あります。
◉日本年金機構ホームページ
URL http://www.nenkin.go.jp/

過去期間　保険料の納付期限から２年を経過していない期間
　　　　　（申請時点から２年１カ月前までの期間）
未来期間　７月～翌年６月（承認の審査は年度単位で実施）
※平成30年度分（平成30年７月分～翌年６月分）の申請は、
　７月から受付を開始します。
※引き続き保険料免除・納付猶予の承認を
　希望する場合は、再申請が必要です。

年金だより
市民課医療年金グループ（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

保険料免除・納付猶予制度

保険料免除・納付猶予が申請できる期間
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ぜひご応募ください。
活�動内容　意見交換を中心とした

会議などに参加し、まちづくり
基本条例に基づくまちづくりの
推進について話し合います。
応�募資格　18歳以上の人（平成30

年４月２日時点）で、市内に在住、
在勤または在学する人、事務所

（事業所）を有する人
※未成年者は保護者の同意が必要
募集人数　４人以内
※ 応募者多数の場合は、応募用紙

をもとに書類選考を行います。
申込期限　６月29日（金）必着
申�込方法　応募用紙に必要事項

を記入の上、政策課政策調整グ
ループ（〒519－0195　本丸町577、

seisaku@city.kameyama.mie.
jp）へ郵送、Ｅメールまたは直接
お申し込みください。

※ 応募用紙は、政策調整グループ
（市役所２階）、関支所、あいあい
に備えています（市ホームペー
ジからもダウンロード可）。

海と森
も り

林を結ぶ交流事業
参加者を募集します
産業振興課森林林業グループ

（☎84－5068）
　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同
組合では、お互いに森林と海の現
状を把握し、環境保全の大切さに
ついて理解を深めるための交流を
行っています。
　今回は、漁船の乗船体験などを
行います。
と　き　７月14日（土）
　　　　午前10時～午後２時
　　　　（小雨決行）
と�ころ　白子港荷捌所、鈴鹿市漁

業協同組合事務所
内�　容　漁船の乗船体験、海の生

きもの教室、魚つかみ取り体験
※ 天候により内容を変更する場合

があります。
募集人数　20人
※ 応募者多数の場合は抽選となり

関いきいき教室
～介護予防に関する講話や

体操、レクリエーションなど～
華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

と　き　７月の火曜日

▽７月３日、17日…リラックス体操

▽７月10日、24日…アクティブ体操
※いずれも午前10時～11時30分
※１人につき月２回まで参加可
ところ　健康づくり関センター
内�　容　前半は介護予防体操、後

半は週によって講話やレクリ
エーションなど
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装

加太いきいき教室
～介護予防に関する講話や

体操、レクリエーションなど～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
と　き　７月17日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内�　容　前半は介護予防体操、後半

は講話やレクリエーションなど
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　飲み物、タオル、上履

き、動きやすい服装

募　集
まちづくり基本条例推進委員会

委員を募集します
政策課政策調整グループ
（☎84－5123）

　亀山市まちづくり基本条例に基
づくまちづくりの推進のため、「ま
ちづくり基本条例推進委員会」を
設置しています。
　この度、委員を募集しますので、

ますが、過去に参加した人はご
遠慮いただく場合があります。

※小学生以下は保護者同伴
参加費　無料
※昼食は主催者側で用意します。
申込期限　６月29日（金）
申�込方法　産業振興課森林林業グ

ループへ電話または直接お申し
込みください。

税務職員募集（高校卒業程度）
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511　内線3451）
受験資格　いずれかに該当する人
▽  平成30年４月１日において、高

等学校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して３
年を経過していない人、および
平成31年３月までに高等学校ま
たは中等教育学校を卒業する見
込みの人

▽  人事院が上記に掲げる人に準ず
ると認める人
試験日

▽第１次…９月２日（日）

▽第２次…10月10日（水）～19日（金）
　のうち指定する日
申�込期間　６月18日（月）午前９時

～27日（水）（受信有効）
申�込方法　インターネットにより

お申し込みください。
インターネット申込専用アドレス
URL  http://www.jinji-shiken.go.jp/
　　juken.html
※ 試験内容など詳しくは、国税庁

ホームページでご確認ください。
URL  http://www.nta.go.jp/about/

organization/nagoya/recruitment/
syokuin/index.htm
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はつらつ教室
～安心・長生き生活を

支える権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

7７月月

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　７月９日（月）～13日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プ ール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出し
は行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐ時は保護者
の付き添いが必要です。

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー、

ニュースポーツ、
バレーボール

卓球、ニュースポー
ツ、バドミントン

火 バドミントン
ソフトバレー

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

午前   9:00 ～ 12:30（12:00）
午後 13:00 ～ 17:30（17:00）
夜間 18:00 ～ 21:30

一般 100 円（200 円）
中学生以下   50 円（無料）

　個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日
は、専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設
へお問い合わせください。

個人使用デー　７月２日（月）～６日（金）

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球、
バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール

と　き　８月２日（木）
申込期限　７月23日（月）
 第３回 　
と　き　９月１日（土）
申込期限　８月22日（水）
※申込期限は各期限日の午後５時
共通事項
ところ　三重県農業大学校
　　　　（松阪市嬉野川北町530）
試験時間　午前９時50分～午後５時
試験種目　

▽  第１回、第２回…網猟、わな猟、
第１種銃猟、第２種銃猟

▽第３回…わな猟、第１種銃猟
受験料　初心者…5,200円
　　　　一部免除者…3,900円
※ 提出書類や試験内容など詳しく

は、県四日市農林事務所森林・林
業室へお問い合わせください。

※ 申請書は産業振興課森林林業グ
ループ（市役所２階）にも備えて
います。

と　き

▽Ａ行程…７月30日（月）～８月
　２日（木）（３泊４日）

▽Ｂ行程…８月６日（月）～８月
　９日（木）（３泊４日）
ところ　神奈川県、千葉県
対象者　小学４年生～中学３年生
参加費　39,000円
募集期限　６月29日（金）
※ 募集要項など詳しくは、Ｂ＆Ｇ財

団ホームページをご覧ください。
URL https://www.bgf.or.jp

平成30年度狩猟免許試験
県四日市農林事務所森林・林業室
（☎059－352－0655）

 第１回 
と　き　７月８日（日）
申込期限　６月28日（木）
 第２回 

建設発生土の民間受入地の募集
県鈴鹿建設事務所事業推進室
工事統括課（☎059－382－8686）
　県鈴鹿建設事務所で発注する工
事に伴い発生する建設発生土につ
いて、「建設発生土の民間受入地の
公募要領」に基づき民間の受入地
を募集しています。
※ 詳しくは、県鈴鹿建設事務所ホー

ムページでご確認ください。
URL http://www.pref.mie.lg.jp/
　　ZKENSET/HP/000125415_00001.htm

海で遊び、海に学ぶ
「Ｂ＆Ｇ 東京湾海洋体験

アカデミー2018」参加者募集
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　東京湾をフィールドに、海に関
するさまざまな体験や学習を行い
ます。全国から集まる仲間たちと
夏休みの思い出を作ろう！

暮らしの情報
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

② ８月20日（月） 午前10時～午後
０時30分…発達障がい児の支援
の手立て（言語聴覚士　新谷麻
衣さん）

③ ９月10日（月）午前10時～午後 
０時30分…話ができない子ど 
もとのコミュニケーション方法

（松阪あゆみ特別支援学校教諭 
石井幸仁さん）
共通事項
定　員　座談会…20人
　　　　ランチトーク…各10人
参加費　各回1000円（会員は750円）
　　　　（昼食・飲み物代含む）
※ 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）

亀山こども劇場 第99回例会
「グレゴの音楽一座」

　アメリカからやって来た、ゆか
いな音楽一座。幼児から大人まで
どなたでも楽しめますので、ぜひ
お越しください。
と　き　６月17日（日）
　　　　午後２時～
ところ
　青少年研修センター１階集会場
月会費　1,000円（入会金500円）
※ 会員対象ですが、当日に入会し

てご覧になれます。
問�合先　亀山こども劇場（☎83－

3534、開局日は月・火・金曜日の
午後０時30分～４時）

ぽっかぽかの会
座談会＆ランチトーク

　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」。あいあい
で開催する座談会とランチトーク
の参加者を募集します。
 座談会 
とき・内容［アドバイザー］
① ７月５日（木） 午前10時～午後

１時…亀山市の特別支援教育
（市内幼稚園・小中学校の特別支
援教育の様子について）・亀山
市版サポートブック（にじいろ
のーと）の使い方［健康福祉部子
ども未来課職員］

 ランチトーク 
とき・内容［アドバイザー］
① ７月９日（月） 午前10時～午後

０時30分…制度の面から親亡き
後を考える（NPO法人成年後見
支援センターれんげ代表　横山
秀樹さん）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

※�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。

６月15日（金）～21日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「みなみ保育園①」
６月22日（金）～28日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「シティプロモーションの
取り組みを紹介」

●エンドコーナー
　「みなみ保育園②」

平成30年�犯罪発生状況
４月末時点・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
総　数

100件（－24）
江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
57件（－10） 26件（＋2） 4件（－7） 9件（－1） 4件（－8）

※（　）内は前年同期比の増減数

　亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

　５月中に亀山市内で、警察官
になりすましたウソの電話が多
数発生しました。
　警察官が電話をかけてきて、
キャッシュカードや現金を預か
ることはありません。また、金融
庁や消費者センター、国民生活
センターの職員などを装う電話
にもご注意ください。
　犯人は、電話の内容を録音さ
れると証拠が残るので嫌いま
す。在宅中も留守番電話に切り
替えて、犯人との接触をなくし
ましょう。

警察官になりすましたウソの電話に注意！
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