
ところ　亀山市役所
献�血できる人　18歳（男性は17歳）
～69歳の健康で、体重が50kg以
上の人
※�65歳以上の人や海外に渡航歴の
ある人、服薬中の人は献血でき�
ない場合があります。

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

もよおし
献血にご協力ください

７月は愛の血液助け合い運動月間
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。この機
会に、ご協力をお願いします。
と　き　７月12日（木）

▽午前10時～11時30分

▽午後１時～４時

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　７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。

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
甲青山ハーモニー・フォレスト

～翠
みどり

の風に癒されて～
しがらき火まつり
～燃え盛る炎が信楽を照らす～

　「しがらき火まつり」は、焼き物づくりや生活に欠か
せない火に感謝し、安全を祈る祭りです。約700人
が新宮神社を出発し、愛宕山山頂の神社へ松

た い ま つ

明を奉
納します。奉納提

ちょうちん

灯などで飾られた約2.6㎞の沿道
が燃え盛る炎で幻想的に照らされ、終点では打ち上
げ花火を背景に、紫香楽太鼓「炎」が演奏されます。
と　き　７月28日（土）
ところ　甲賀市信楽地域市民センター周辺

　　　　　　　　　　　　　～新宮神社～愛宕山
アクセス

▽信楽高原鐵道「信楽駅」下車すぐ

▽新名神高速道路「信楽IC」から信楽方面へ車で約10分
問合先　陶都・信楽まつり実行委員会火まつり事務局
　　　　（☎0748－82－0873）

　緑に囲まれた自然豊かな公園には、電源や炊事
棟、シャワー、トイレが完備されたオートキャンプ
場のほか、芝生広場や展望台があり、どなたでも気
軽に楽しむことができます。また、森林を巡る散策
路やビオトープでは、自然体験学習ができるほか、
18ホールの本格的なパークゴルフ場は、愛好家の人
気を集めています。夏休みに、ぜひお越しください。
ところ　伊賀市種生3137－1
営業時間　午前９時～午後５時
定休日　月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
アクセス　名阪国道「上野東IC」から車で約30分
問合先　青山ハーモニー・フォレスト
　　　　（☎0595－55－2255）
URLhttp://harmonyaoyama.web.fc2.com/
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親子木育教室
自然の素材で作ろう！楽しもう！
産業振興課森林林業グループ

（☎84－5068）
　夏休みに、木の枝を使った鉛筆
（黒・赤）やウッドバーニング（木製
スプーン・フォーク）でオリジナル
作品を作りませんか？
と　き　７月21日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　市役所３階大会議室
対�象者　市内に在住する小学３年
生～６年生とその保護者
定　員　10組（先着順）
参加費　無料
持ち物　軍手、カッターナイフ
申込期間　７月４日（水）～13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。

第５回 図書館市民ワークショップ
教育委員会生涯学習課社会教育グループ
（☎84－5057、FAX82－6161）
　市では、新しい図書館を整備す
るにあたり、「亀山市立図書館整備
基本計画」を策定しました。
　新しい図書館が学びとまちづく
りの核となり、より地域の誇りや
愛着と感じられるよう、皆さんの
意見をお聞かせください。

集合場所　歴史博物館前駐車場
※工場までバスで送迎します。
対�象者　市内に在住、在学または
在勤する人
※高校生以上は１人でも参加可
定　員　各部20人（先着順）
参加費　無料
申込期間　７月３日（火）～13日（金）
申�込方法　環境課環境創造グルー
プへ電話または直接（総合環境セ
ンター内）お申し込みください。

七夕飾りを大きな笹に飾ろう！
「道の駅」関宿（☎97－8200）
　地域の皆さんとの交流を目的と
して、七夕飾りを大きな笹にみん
なで飾りましょう。
と　き　７月１日（日）～７日（土）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　「道の駅」関宿
参加費　無料
申�込方法　会場で直接お申し込み
ください。

と　き　７月22日（日）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階大会議室
テ�ーマ　
　地域の読書活動拠点について
定　員　40人（先着順）
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で、また
はファクス、Eメール（ syougaku

　�@city.kameyama.mie.jp）で住所、
氏名、年齢、連絡先を明記の上、
お申し込みください。

親子でシャープ（株）
亀山工場を見学しよう！
亀山市総合環境研究センター（環境
課環境創造グループ　☎96－8095）
　工場見学を通して、親子で環境
について学んでみませんか？
と　き　８月９日（木）

▽午前の部…午前９時30分～正午

▽午後の部…午後１時～３時30分
ところ　シャープ（株）亀山工場
　　　　（白木町464）

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

サマージャンボ７億円
（１等５億円・前後賞各１億円合わせて）

サマージャンボミニ７千万円
（１等５千万円・前後賞各１千万円合わせて）

※ この宝くじの収益金は、市町村の明るいま
ちづくりや環境対策、高齢化対策など、地域
住民の福祉向上のために使われます。

７月９日（月）２種類同時発売！ 

発売期間　７月９日（月）～８月３日（金）
（公財）三重県市町村振興協会クーちゃん

各１枚300円
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※�詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連
合ホームページをご覧ください。

URLhttp://www.suzukakameyama-
　 kouiki.jp/

託児ルームひよこ
～初めての方の体験無料開放～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎82－8512）
　「託児ルームひよこ」では、生後
６カ月から就学前までのお子さん
をお預かりしています。
　「託児ルームひよこ」ってどんな
ところ？どんな人がいるの？など、
保護者の疑問にお答えする機会と

平成31年度 地域密着型サービス
事業者説明会の開催
鈴鹿亀山地区広域連合

（介護保険課　☎059－369－3205）
と　き　７月24日（火）�
　　　　午前11時～
ところ　鈴鹿市役所本館12階
　1203会議室
内�　容　定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、看護小規模多機能
型居宅介護に関する施設整備に
ついて
対�　象　鈴鹿・亀山市内で地域密
着型サービス事業を計画してい
る法人

して、無料開放日を設けています。
　当日は保護者の付き添いは要り
ません。経験豊かなシルバー会員
が大切にお預かりします。
　ご自身の時間をつくる機会とし
て、ぜひご利用ください。
無料開放実施日
　７月26日（木）、９月27日（木）　
※いずれも午前10時～正午
対�象者　生後６カ月から就学前ま
でのお子さんとその保護者
定　員　各日５人（先着順）
申�込方法　（公社）亀山市シルバー
人材センターへ電話または直接
お申し込みください。

受付・問合先 リニア中央新幹線・JR複線電化推進亀山市民会議
事務局（政策課政策調整グループ内　☎84－5123）

リニア・鉄道親子学習会 
参加希望者を受け付けます！

送付方法
　官製はがき、ファクスまたはEメールで、
　次の内容①～⑪を明記してお送りください。

▽保護者…①郵便番号、②住所、③氏名（ふりがな）、
　　　　　④年齢、⑤性別、⑥電話番号

▽児　童…⑦学校名、⑧氏名（ふりがな）、⑨学年、
　　　　　⑩年齢、⑪性別
送付先

▽官製はがき
　〒519－0195　亀山市本丸町577
　亀山市 政策課内リニア亀山市民会議事務局
　「リニア・鉄道親子学習会」係

▽ファクス…82－9685

▽Eメール…seisaku@city.kameyama.mie.jp
※ ファクス、Ｅメールは、件名に「リニア・鉄道親子

学習会参加希望書」と明記してください。
※参加受付は１組１通とします。

と　き　８月25日（土）
行　程
　 歴史博物館前駐車場（午前９時出発）⇒リニア・

鉄道館（昼食）⇒でんきの科学館⇒歴史博物館前
駐車場（午後５時30分ごろ到着予定）

参 加資格　市内在住の小学３年生～６年生の児童
と保護者の２人１組（兄弟姉妹で参加の場合は、
児童２人と保護者１人の３人１組）

参加定員　40人（最少催行人数は20人）
※ 参加希望者多数の場合は抽選となります。結果

は７月26日（木）以降に全員へ通知します。
参加費　１人500円（昼食は各自で準備）
受付期限　７月24日（火）必着

　小学３年生～６年生の児童を対象に、名古

屋市にある「リニア・鉄道館」と「でんきの科学

館」で、超電導リニアの仕組みや鉄道の歴史、

電気や磁力について、親子で楽しく学べる学

習会の参加希望者を受け付けます。
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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　７月19日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時は除く
ところ　市役所西庁舎１階第４会議室
※相談は受付順です。

平和映画上映会
亀山地区労センター事務局（三重県建
設労働組合亀山支部　☎83－2500）
　亀山地区労センターは、平和に
関する取り組みとして、平和映画
の上映会を毎年開催しています。
と　き　７月25日（水）

▽昼の部…午後２時20分～４時
　　　　　（開場は午後２時～）

▽夜の部…午後６時30分～８時30分
　　　　　（開場は午後６時～）
ところ　市文化会館大ホール
上映作品

▽昼の部…あした元気にな～れ！

▽夜の部…明日へ
入場券（当日券もあり）

▽昼の部…100円（小学生以上）

▽夜の部…500円（小学生以上）
※�入場券の購入については、亀山
地区労センター事務局へお問い
合わせください。

三重県農林漁業
就業・就職フェア2018夏
（公財）三重県農林水産支援センター

（☎0598－48－1226）
　三重県の農林漁業の情報提供や
研修・体験の説明、就農やU・Iター
ンの相談に応じます。
　また、農林漁業の仕事や生産物
の紹介なども行いますので、関心
のある人はぜひご来場ください。
と　き　７月28日（土）
　午前11時30分～午後３時30分

　土地を所有する人は、安全確保
と事故防止のために、定期的に剪
定や伐採などを行い、適切な維持
管理をお願いします。
※�道路上の安全な通行を確保す
るために、樹木や看板などが道
路上に入ってはいけない空間
を定めたものを「建築限界」と
言い、車道の上空「4.5m」、歩道
の上空「2.5m」の範囲内に、障害
となるものを置いてはならな
いと道路法などに規定されて
います。

＜建築限界の範囲＞

架空請求詐欺にご注意！
鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　架空請求詐欺と思われるはがき
やＥメールが届いたという相談が
多く寄せられています。
　内容は「消費料金に関する訴訟
最終告知のお知らせ」あるいは「登
録料金の未納が発生しています。
本日ご連絡なき場合、法的手続き
に移行します」といったものです。
　このようなはがきやEメールが
届いても決して連絡せず、不安を
感じたら鈴鹿亀山消費生活セン
ターへご相談ください。
相談時間　午前９時～午後４時
　（土・日曜日、祝日は除く）

と�ころ　三重県総合文化センター
第１・第２ギャラリー
　（津市一身田上津部田1234）
対�象者　三重県内で農林漁業に就
業・就職することを希望する人

お知らせ
ひとり暮らし高齢者宅に

手すりやスロープを付けます
長寿健康課高齢者支援グループ

（☎84－3312）
　歩行や立ち上がりに不安はあり
ませんか？三重県建設労働組合亀
山支部の協力により、介護予防の
ための修繕を行っています。
対�象者　市内に住所を有する65歳
以上で、次のすべてに該当する人

▽ �無職で親族などからの援助が受
けられない人

▽ひとり暮らしの人

▽ �介護保険制度による住宅改修費
の支給対象でない人
対象となる修繕
　�介護予防を目的とし、１回あた
りの材料費がおおむね５万円以
内で、半日程度の簡易な修繕
※屋根瓦、ガラス工事などは除く
費用負担　無料
利用回数　年度ごとに１回
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。

道路に張り出している
樹木などの伐採のお願い
土木課施設保全グループ
（☎84－5041）

　私有地から車道や歩道へ樹木や
竹の枝が張り出していると、歩行
者や自動車などの通行に支障とな
るだけでなく、事故が発生するお
それがあります。折れ木や落ち枝
などが道路にはみ出していること
が原因で事故が発生した場合、土
地を所有する人が責任を問われる
ことがあります。

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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融�資期間　10年以内（教育資金は
15年以内）
利�　率　東海労働金庫所定金利よ
り0.3％優遇

第68回 社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える地域のチカラ～
社会を明るくする運動推進委員
会事務局（亀山更生保護サポート
センター　☎96－8040）
　７月は「社会を明るくする運動」
の強化月間です。この運動は、すべ
ての国民が犯罪・非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理
解を深め、それぞれの立場で力を
合わせ、明るい社会を築こうとす
る全国的な運動です。
　希薄となった地域や家庭のきず
なを取り戻し、夢や希望を持って
互いに支え合い、安全で安心して
暮らせる明るい地域づくりに、市
民の皆さんのご理解とご協力をお
願いします。

住宅取得や生活資金の
貸付制度を設けています
東海労働金庫亀山支店（☎82－
8111）、産業振興課商工業・地域
交通グループ（☎84－5049）
　市では勤労者の生活を支援する
ために、東海労働金庫と協力して、
次の貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働
金庫亀山支店へ直接お申し込みく
ださい。
�勤労者持家促進資金貸付�
用�　途　市内に自己が居住するた
めの住宅を新築、増改築または
購入するための資金
融資額　2,000万円以内
融資期間　35年以内
利�　率　東海労働金庫所定金利よ
り0.1％優遇
�勤労者生活資金貸付�
用�　途　市内に居住する勤労者の
生活（教育、医療・介護、出産・育
児、自動車）に必要な資金
融資額　200万円以内

各種検診・教室
小学生コックさん集まれ！
ファミリーエコクッキング
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
　料理を通じて、親子のふれあい
を深めてみませんか。
と　き　８月３日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
講�　師　亀山市食生活改善推進協
議会会員
対象者　市内に住所を有する人
定　員　親子12組（先着順）
※�保護者１人につき、小学生の子
ども２人まで
参加費　１組500円
持�ち物　米100g、三角きん、エプロ
ン、ふきん１枚
申込期間　７月４日（水）～20（金）
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。

市立医療センターだより  市立医療センター（☎83－0990）

新任医師を紹介します ～内科編～　

お詫びと訂正（眼科外来診療日の追加（火曜日）は平成30年９月から）
　広報かめやま６月１日号「市立医療センターだより」でお知らせした「眼科外来診療日の追加」について、
担当医師の都合により平成30年９月からとなりました。お詫びして訂正します。

　初めて亀山でお世話になります。出身は
松阪市で、亀山での勤務は初めてですが、皆
様のお役に立てるよう頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

内
科（
総
合
診
療
科
）医
師
　
山
本 

政
和

　今年４月からお世話になっています。４
年ぶりに亀山に戻ってきました。これまで
以上に地域の方々のお役に立てるよう尽力
してまいります。よろしくお願いします。

内
科（
総
合
診
療
科
）医
師
　
志
田 

幸
太

14 広報かめやま　平成30年7月1日号



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

＜措置状況＞
　平成29年度に開催した安全衛生委員会で、開催回数
について協議したところ、平成30年度の開催回数を見
直すことになりました。今後は、他市の開催状況やそ
の内容などに基づき検討し、労働安全衛生規則に基づ
き適正に開催できるよう早急に対応していきます。

定期監査（複数の室に係る個別事項）
【市民文化部 文化振興局 まちなみ文化財室、健康福
祉部 地域福祉室、健康福祉部 長寿健康づくり室、健
康福祉部 子ども総合センター 子ども家庭室、建設
部 上下水道局 上水道室、教育委員会 教育研究室】
　時間外勤務について、「時間外労働の限度に関する基
準（厚生労働省）」に定める年間360時間を超える職員
がいた。事務量の見直しを行い、基準を遵守されたい。
＜措置状況＞
　フレックス勤務を活用するとともに、事務分担や
事務量の見直しを行うなど事務の平準化に取り組
み、時間外勤務の削減に努めていきます。

【市民文化部 文化振興局 まちなみ文化財室、健康福
祉部 地域福祉室、環境産業部 廃棄物対策室、建設部 
上下水道局 下水道室】
　現金納付された使用料などの金融機関への収納処
理に遅延があった。公金等取扱マニュアルに基づき、
適正に事務処理を行われたい。
＜措置状況＞
　公金等取扱マニュアルに基づき、適正な現金収納
事務を行うよう徹底しました。

指定管理者監査
【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
付枚数と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。
＜措置状況＞
　指定管理者と協議の結果、平成30年度から運動施
設個人利用券と施設控えに通し番号を付けることに
しました。

　前年度実施した庁内各室（学校、出先機関を含む）
の｢定期監査｣、「指定管理者監査」の結果に対する措
置状況について、市長と関係機関の長から通知があ
りましたので、その概要をお知らせします。

定期監査（個別事項）
【企画総務部 広報秘書室】
　契約事務について、予定価格調書に不備が見受け
られた。適正に事務処理を行われたい。
＜措置状況＞
　予定価格調書の作成時に、契約管財室が作成した
予定価格調書の「記入方法」を手元に必ず置くように
し、それを確認の上、調書を作成することにしました。

【企画総務部 人事情報室①】
　時間外勤務について、「時間外労働の限度に関する
基準（厚生労働省）」に定める年間360時間を超える
職員が市全体で複数見受けられ、前年度から増加し
ている。職員の健康管理面からも、各室で時間外勤務
の適正な管理が行われるよう指導されたい。
＜措置状況＞
　時間外勤務については、管理職がその実績を４半
期ごとに報告することで、管理職による業務の現状
把握とマネージメント力の強化に努めています。さ
らに、その報告内容について年２回、副市長による確
認を行い、定期的に業務内容の検討を行っています。
その結果、時間外勤務実績は、平成27年度と平成28
年度とも年間目標時間の46,000時間を達成しまし
た。今後も職員の時間外勤務の削減のみならず、業務
内容の見直しに着手することで、ワーク・ライフ・バ
ランスの確保に努めていきます。

【企画総務部 人事情報室②】
　労働安全衛生規則では、「安全衛生委員会を毎月１
回以上開催するようにしなければならない」と規定
されているが、現在、安全衛生委員会は、年間２回の
開催にとどまり、そのほかは毎月の安全衛生推進員
による各職場巡視と産業医の健康相談で対応してい
る。今後は、労働安全衛生規則に基づく取り組みの充
実を図り、職員の健康管理と快適な職場環境の形成
に努められたい。

問合先 監査委員事務局監査グループ（☎84－5051）

平成29年度監査結果に基づく措置状況
　　平成29年度に実施した監査の結果に基づき、平成30年３月31日時点

の措置状況について、地方自治法第199条第12項と亀山市監査委員条
例第12条第２項の規定により公表します。

亀山市監査委員　
渡部 満　中﨑孝彦　国分 純 
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参加費　500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物　水着、キャップ、タオル、
ゴーグル、濡れてもよい服装（T
シャツ、半ズボンなど）
申込開始日　７月３日（火）
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。

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。

水泳教室体験＆水辺の安全教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　水泳教室に通おうか考えている
お子さん向けの体験会です。また、
着衣泳なども行いますので、夏休
みの海や川遊びでの安全対策がで
きます。
と　き　７月16日（祝）
　　　　午後５時～６時　
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　小学生
定　員　15人（先着順）

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
と　き　８月29日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内�　容　主に生後５カ月～８カ月
の離乳食の作り方の説明と試食
対�象者　市内に住所を有する乳児
の保護者、妊婦
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　母子健康手帳、試食用小
皿、スプーン、エプロン、手ふき
用タオル、ふきん、筆記用具
申込期間
　７月10日（火）～８月10日（金）

問合先 都市整備課住まい推進グループ
（☎84－5038）

空き家の活用を促進する事業を行っています！

「空き家情報バンク制度」登録物件
仲介手数料の一部を補助！

　空き家情報バンク制度に登録された物
件の円滑な流通を促進するため、仲介手
数料の一部を補助します。
対象者

▽  宅建業者の仲介により売買が成立した
「空き家所有者」と「空き家購入者」

▽  宅建業者の仲介により賃貸借が成立した
「空き家所有者」と「空き家賃借者」

対象空家
　 「亀山市空き家情報バンク制度」の登録

物件（宅建業者の仲介物件に限る）
補助額　仲介手数料の1/2（上限５万円）

市外からの移住者の空き家改修を支援します！
　空き家活用と地域活性化を目的に、市外からの移住者が空き
家を改修し、居住する際の改修費用の一部を補助します。
対象者

▽  移住者（市外に１年以上居住しており、亀山市内の空き家に居
住し、リフォームをする人）

▽  空家所有者（移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空
き家の所有者で、リフォームをする人）

※対象の空き家に５年以上居住していただく必要があります。
※工事前の申請が必要です。
対象空家
　新築から５年以上経過した戸建空家住宅（共同住宅は除く）
対象となる工事

▽居住用部分の工事（車庫、倉庫、外構は除く）

▽30万円以上の工事

▽「市内業者」または「県内の市外業者」による工事
※対象の空き家が耐震基準を満たさない場合は、耐震工事が必要
補助額（市内業者による工事の場合）
※県内の市外業者による工事の場合は、上限額が1/2になります。

▽基本…費用の1/3（上限30万円）

▽  「居住誘導区域内の空き家」と「補助対象者が子育て世帯」のいず
れかに該当…費用の2/5（上限40万円）

▽  「居住誘導区域内の空き家」と「補助対象者が子育て世帯」の両方
に該当…費用の1/2（上限50万円）

※居住誘導区域… 亀山市立地適正化計画で定める居住を誘導す
る区域

※子育て世帯…補助対象世帯に中学生以下の子どもがいる世帯
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子どもにレッスン！水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　夏休みに向けて、親が子どもに
水に触れる楽しさや泳ぎの基本を
教えられるよう、言葉のかけ方や
泳ぎの補助方法をお伝えします。
とき・対象者

▽初挑戦クラス
　７月22日（日）�正午～午後１時
　３歳～小学生低学年とその保護者

▽レベルアップクラス
　７月22日（日）�午後５時～６時
　小学生とその保護者
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター

運動能力の向上を目指します。
と�　き　７月26日（木）、30日（月）、
　８月６日（月）、７日（火）、９日（木）
※いずれも午前10時～11時30分
ところ　東野公園体育館会議室
対�象者　
　３歳～未就学児とその保護者
定　員　15組（先着順）
参加費　１組2,500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持ち物など　動きやすい服装
申込開始日　７月５日（木）
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。

定　員　各10組（先着順）
参加費　各500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物　水着、キャップ、タオル、
ゴーグル
申込開始日　７月３日（火）
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。

なつやすみ親子体操教室
東野公園体育館（☎83－1888）
　親子で楽しく遊びながら運動能
力をアップさせる教室です。風船、
新聞紙などを使い、遊びを通して

問合先 まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

市民参画協働事業推進補助金
　新たに市民活動を始めて、こんなことをしたいけど…、
または市民活動をしていて、さらにこんなこともしたいけど…、
など、活動資金でお困りの市民活動団体はご相談ください。

　市が公益上必要であると認める市民活動団体
の活動に補助金を交付しています。市民が互いに、
または市民と行政がそれぞれの持つ特性を活かし、
住みよいまちにしていくことができるパートナー

（市民活動団体）の育成を目的とします。
※補助金交付団体は選考により決定します
補助対象年度　平成31年度
応募期間　７月２日（月）～31日（火）
応募資格　次の要件をすべて満たす団体
○ 市内に在住、在勤または在学する３人以上で構

成された団体
○活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体
○政治、宗教、営利を目的としない団体
○ 市の補助金（市民参画協働事業推進補助金は除

く）、社会福祉協議会の助成金を受けていない
団体

平成31年度 補助金交付希望団体を募集します！

交付限度額
スタートアップ補助金
　５万円を限度として活動費の補助
※１団体につき１回限り応募可
※ 平成29年度以降に新たに結成された団体が対象

です。ただし、過去に解散した団体が、同じ目的
で再結成した場合は応募できません。

ステップアップ補助金
　活動費の50％に相当する額を限度として補助
※１団体につき最大３回まで応募可
申 込方法　応募書類に必要事項を記入の上、まち

づくり協働課市民協働グループへ直接お申し込
みください。

※ 応募書類は、市民協働センター「みらい」ホーム
ページ（URLhttp://www.shimin-kyodo.sakura.
ne.jp/index.html）からダウンロードできます。

平成30年度 補助金交付事業を紹介します！
　昨年度に公募した「市民参画協働事業推進補助金」の交付事業を、次のとおり決定しました。

団体名 活動目的 補助金の種類

ダンスダンスダンス 　ジャンルを問わずさまざまなダンスに親しみ、体を楽しく
動かすことで、青少年の健康推進に寄与することができる。 スタートアップ補助金
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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

大人の健康塾
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　７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　四日市福祉専門学校
　　　　小関由佳さん
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　上履き、飲み物

ものづくり体験教室
鈴鹿工業高等専門学校総務課地域
連携係（☎059－368－1717）
　鈴鹿工業高等専門学校への入学
を目指している人、ものづくりや
パソコンが好きな人など、ぜひご
参加ください。
と　き　８月４日（土）～28日（火）
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
内容（教室）
①機械工学のひとこま
②リサイクル電子工作
③�マイコン電子制御（Arduinoコース
　またはIchigoJamコース）
④身のまわりのおもしろ化学実験
⑤�Material�Craft�Tour�in�SUZUKA
　KOSEN
※�各教室で開催日時や定員が異
なりますので、詳しくはホーム
ページなどでご確認ください。
対象者　中学生
参加費　無料
※傷害保険料50円が別途必要
申込期限　７月10日（火）
※�応募者多数の場合は抽選とし、
結果は応募者全員に通知します。

夏休み親子工作教室
スノードームを作ろう
東野公園体育館（☎83－1888）
　スノードームとは、特殊な液体
が入ったドーム状のガラスに、建
物などのミニチュアと雪に見立て
たラメを入れたインテリア雑貨で
す。親子で協力しながら、手軽に楽
しんでいただけます。
と　き　８月５日（日）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　東野公園体育館会議室
対象者　小学生とその保護者
定　員　20組（先着順）
参加費　1,800円
申込開始日　７月５日（木）
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。

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　７月の毎週木曜日（７月
５日、12日、19日、26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。

亀山学校
～大腸・肛門について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　７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　豊田クリニック　
　　　　院長　入山拓平さん
対�象者　医療・介護・福祉や介護予
防などに関心のある人

申�込方法　鈴鹿工業高等専門学校
ホームページ（地域の皆様・もの
づくり体験教室［平成30年夏季］
ページの応募フォーム）から、お
申し込みください。

URLhttp://www.suzuka-ct.ac.jp/

親子水泳教室
亀山市水泳協会事務局

（亀山西小学校�豊田　☎82－0139）
　３つのコースに分かれて、コー
チ指導のもとで練習します。
と�　き　７月31日（火）、８月１日
（水）の２日間
※いずれも午前９時30分～11時30分
ところ　西野公園プール
内　容

▽Aコース…水に慣れ親しむ（水遊び）

▽Bコース…水に浮いて進む
▽Cコース…泳力に応じた指導

　　　　　　（10m泳げる程度）
対�象者　保護者は市内に在住また
は在勤で、子どもは保育所・幼稚
園の年中クラス以上
※�保護者と子どものペアでの参加
を原則としますが、小学生以上
は会場への送迎があれば子ども
のみの参加も可
参加費　500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
※１日のみの参加でも同額
申込期限　７月17日（火）
申�込方法　西野公園プール、ター
トルワークアウト、カメヤマス
ポーツ、達

だるま

磨写真館、フォトスタ
ジオフェリーチェにある申込書
に必要事項を記入の上、上記の
いずれかへお申し込みください。
その他

▽ �事故の場合は応急措置を行いま
すが、責任は負いません。

▽ �基礎疾患（てんかんなど）が心配
される場合は保護者が同伴

▽ �天候による実施の有無は、当日
午前８時45分を過ぎてから、西
野公園プール（☎82－9114）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

　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護、短期入所サービス（ショートステイ）利用時の自己負担費用の
うち、食費・居住費（滞在費）について、申請により負担が軽減されます。

問合先 鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課（☎059－369－3201）

▪ 軽減の対象者（いずれの条件も満たすこと）
○ 本人、配偶者および世帯全員が市民税非課税であ

ること
○預貯金など（右表参照）が、
　・配偶者がいない人は1,000万円以下
　・配偶者がいる人は合計金額が2,000万円以下

▪ 次の区分に応じて軽減内容が分かれます
①生活保護受給者または老齢福祉年金受給者
② 本人の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金

収入額（遺族年金や障害年金など）の合計金額が
80万円以下の人

③上記の①～②に該当しない人

平成30年度
介護保険負担限度額認定申請を受け付けます

預貯金などの種類 対象の
可否

現金、預貯金（普通、定期） ○
有価証券（株式、国債、地方債、社債
など）、投資信託 ○

金や銀など、購入先の口座残高により
時価評価額が容易に把握できる貴金属 ○

負債（借入金、住宅ローンなど） ○
生命保険 ×
自動車 ×

▪ 申請方法や申請期間など
申請に必要な物　○介護保険負担限度額認定申請書兼同意書
　　　　　　　　　（鈴鹿亀山地区広域連合ホームページからダウンロード可）
　　　　　　　　○認定を受ける本人の印鑑（配偶者がいる人は配偶者の印鑑も必要）
　　　　　　　　○本人の預貯金に関する通帳等（直近２カ月以内の残高が確認できるもの）の写し
　　　　　　　　　（配偶者がいる人は配偶者の通帳等の写しも必要）
　　　　　　　　　※生活保護受給者は不要
提出先　鈴鹿亀山地区広域連合（鈴鹿市役所西館３階）
　　　　市民課医療年金グループ（亀山市役所１階）、長寿健康課高齢者支援グループ（あいあい１階）
　　　　地域観光課地域サービスグループ（関支所１階）、加太出張所
申請期間　７月２日（月）から
認定有効期間　申請月の１日から翌年７月31日まで
※現在交付されている「介護保険負担限度額認定証」の有効期間は、平成30年７月31日までです。
　 ８月１日以降も継続して認定を受けようとする人は、８月31日（金）までに鈴鹿亀山地区広域連合介護保

険課へ申請してください。

市民税課税層における食費・居住費の特例減額措置

＜対象となる預貯金などの具体例＞

※ 虚偽の申告により不正に支給を受けた場合は、介護
保険法第22条第１項の規定に基づき、支給された額
の返還および加算金を求めることがあります。

　介護保険負担限度額認定に該当しない人で、施設に入所したことにより、残された世帯員の生計が
困難になる場合には、特例減額措置制度があります。
認定を受ける主な条件
①属する世帯の構成員が２人以上であること
②世帯の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下であること
③世帯全員の合計預貯金などが450万円以下であること、　など
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図書館だより（ 7 月）  市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『猫の傀
く ぐ つ

儡』
西條奈加／著
光文社（2017年５月刊）
　傀儡師となった野良猫のミスジは、
売れない狂言作者の阿次郎を操っ
て、寄せられる悶着に対処していく。
やがて一匹とひとりの前に立ち現れ
る、先代傀儡師失踪の真相とは…。

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

『家の中のすごい生きもの図鑑』
久

く る び

留飛克明／著
山と溪谷社（2018年３月刊）
　家の中で見かけた得体の知れな
い妙な生きものたち。「NHK夏休み
子ども科学電話相談」でおなじみの
著者が、家にいる生きものの立場に
たって、彼らのキモチを語る。

　市立図書館は、「亀山絵本と童話の会」
との協働で創作童話を募集しています。
　優秀作品には表彰を行い、広報かめや
ま平成31年１月１日号で発表するとと
もに、創作童話冊子「くりの木」に掲載し
ます。
作 品字数　400字詰め原稿用紙２枚程

度（縦書き・自作のものに限る）
応募期限　９月８日（土）午後５時
※郵送の場合は当日消印有効
応 募方法　住所、氏名（ふりがな）、電話

番号を明記の上、作品を市立図書館
へ郵送（〒519－0151　若山町7－
20）または直接ご持参ください。

夏休み手作り絵本教室
『いろいろなかたちの絵本をつくろう！』
と　き　８月18日（土）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　歴史博物館
定　員　30人（先着順）
申 込方法　市立図書館へ電話または直接

お申し込みください。

創作童話を募集します！
おはなし会
　７月７日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
　７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
　７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
　７月４日（水） 午後３時～　関文化交流センター（研修室）
たんぽぽの会による関紙芝居会
　７月18日（水） 午後３時～　関文化交流センター（和室）
夏休み読書感想文教室『書けたよ！読書感想文』
　７月21日（土） 午前９時30分～11時30分　歴史博物館
　定　員　20人（先着順）
　申込期間　７月１日（日）～15日（日）
　申込方法　市立図書館へ電話または直接お申し込みください。
ボランティアスタッフを募集！
　参加者が実際に書いた読書感想文の添削を行うボランティア

スタッフを募集します。
　募集期間　７月１日（日）～15日（日）
　応募方法　市立図書館へ電話または直接お申し込みください。
テレホン童話（☎83－0874）［３分間の創作童話］　
　７月１日～15日　あきさんアリアを聞く（中根章子）
　７月16日～31日　生まれたよ！（川北千津子）
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）、17日（火）、23日（月）、
　　　　　　　　　27日（金）、30日（月）

～新着だより～
●キネマトグラフィカ／古内一絵
●放課後ひとり同盟／小嶋陽太郎
●T

チ ー ム

eam383 ／中澤日菜子
●ありえないほどうるさいオルゴール店
　／瀧羽麻子
●首の鎖／宮西真冬
●ようかいしりとり／おくはらゆめ
●ちがうもん／ひろかわさえこ
●だっこっこ／穂高順也
●ビワイチ！／横山充男
●かがやけいのち！みらいちゃん／今西乃

の り こ

子
●１時間でわかるネット副業／リンクアップ
●本格ミステリ漫画ゼミ／福井健太
●かくれキリシタン／後藤真樹
●はじめてのボックス水耕栽培／岡部勝美
●これだけ！ゴルフを楽しく始める本
　／サンクチュアリゴルフ

　　　　　　　　　　　　　　ほか341冊
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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（ 7 月） 歴史博物館（☎83－3000）

＜企画展示室＞
亀博自由研究のひろば

「亀山市の１番みーつけた。」
と　き　７月14日（土）～９月２日（日）
内　容　市内の歴史の中の「１番」を探してみよう！
　 市内で１番大きな古墳は？市内で１番古い建物は？

など、いろいろな「１番」が見つかるよ。
　 　そして、会場に用意した「自由研究ノート」で自由

研究の宿題を完成させよう！
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
※ 夏休み期間中（７月21日（土）～９月２日（日））

は、児童・生徒・学生は無料
※第３日曜日（家庭の日）は無料

　今年度も、大人気講座「博物館学校」と「ナイト
ミュージアム」を開催します！毎年多くの人にご参加
いただいています。お申し込みはお早めに！

 ７月29日（日）・８月19日（日）
　　　　　　　時　間　　　 科目 　　　　　　　授業名

１時間目（10：05 ～10：50） 生活 亀山市のいろいろな１番を知ろう
２時間目（11：00 ～11：45） 社会 手探りゲームで むかしの地名を知ろう
３時間目（13：00 ～13：45） 図工 自由帳を作ろう
４時間目（13：55 ～14：40） 総合 農業の道具、今⇔昔
５時間目（14：50 ～15：50） 図工 今日から 君もあなたも 学芸員！

18：50 ～19：30 ナイトミュージアム１組目
19：20 ～20：00 ナイトミュージアム２組目
19：50 ～20：30 ナイトミュージアム３組目

対 象者　小学生以上の人。ナイトミュージアムへの
小・中学生の参加は、保護者同伴に限ります。

定　員　

▽１～５時間目…各授業40人（先着順）

▽ナイトミュージアム…各回30人（先着順）
参加費　無料
持ち物　

▽１～５時間目…筆記用具（３時間目はのり）

▽ナイトミュージアム…懐中電灯

申込開始日　７月１日（日）
申 込方法　歴史博物館へ、希望する時間を電話でお申

し込みください。
※ １～５時間目は、複数の授業または全授業を選ぶこ

とができます。ナイトミュージアムは、いずれか１回
のみ参加できます。

※家族やグループで参加の場合は全員の名前が必要
※申し込みは１回につき５人まで

博物館学校 と ナイトミュージアム

※詳しい授業内容は、歴史博物館ホームページでご確認ください。

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、９日（月）～13日（金）（展示設営のため）
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策グループへお問い合わせいた
だくか、市ホームページ（廃棄物
対策グループのページ）をご覧
ください。

亀山市民ネット登録団体の募集
まちづくり協働課

市民協働グループ（☎84－5008）
　「亀山市民ネット」は、市民協働
センター「みらい」ホームページ
（URL http://www.shimin-kyodo.

募　集
2019年度ごみ収集カレンダー

広告掲載の募集
環境課廃棄物対策グループ

（☎82－8081）
　市の新たな財源の確保を図ると
ともに、地域経済の活性化の推進
を目的に、2019年度ごみ収集カレ
ンダーを広告媒体とした広告掲載
の募集を行います。
掲載場所　ごみ収集カレンダー
　　　　　（暦の右上部）
広告規格　縦30mm×横100m
　　　　　（１枠につき）
募集枠　24枠
　　　　（A地区12枠、B地区12枠）
※�申込方法や掲載基準、掲載金額
など詳しくは、環境課廃棄物対

sakura.ne.jp/shiminet/）に、市民活
動団体の紹介ページを掲載するこ
とで、広く市民の皆さんに活動内
容を知ってもらい、その活動の幅
を広げるために登録していただく
ものです。
　保健医療、福祉、社会教育など14
のカテゴリーに分類され、子育て
支援団体や陶芸団体など各団体の
詳細や写真を掲載しています。
　登録ができるのは、市内で活動
している団体です。

説明会を開催します
　登録は随時受付していますが、
次の日程で説明会を開催します。
　この機会に、まだ登録していな
い団体や登録していても利用方法
を再確認したい団体など、ぜひご
参加ください。
と　き

▽７月20日（金）�午後２時～

▽７月24日（火）�午後６時～
※いずれも１時間程度
と�ころ　市民協働センター「みら
い」１階多目的ホール
参加費　無料
※申し込みは不要です。

広告掲載場所

7 月の納期
（納期限・口座振替日）

７月31日（火）
固定資産税・都市計画税 第２期
国民健康保険税　　　 第１期
後期高齢者医療保険料 第１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。

問合先

公立保育所・幼稚園・認定こども園の
非常勤職員を募集します

子ども未来課子ども総務グループ（☎84－3315）

職　種 勤務時間 勤務地

① 幼稚園教諭
（クラス担任） 午前８時30分～午後５時15分 井田川幼稚園

みずほ台幼稚園

② 保育教諭
（クラス担任） 午後１時～５時 関認定こども園

アスレ

③ 介助員（半日）
月・火・木・金曜日
午前８時30分～午後２時
水曜日
午前８時30分～11時30分

亀山東幼稚園

④ 介助員（１日） 午前８時15分～午後５時
神辺保育園
関認定こども園
アスレ

⑤ 給食調理員（半日） 午前８時15分～午後０時15分 神辺保育園
※介助員…障がいのある子のサポート
資　格　①…幼稚園教諭、②…保育士・幼稚園教諭、③④⑤…不要
任用期間　平成31年３月31日まで（契約更新する場合あり）
休　日　原則として土・日曜日、祝日、年末年始（月１回有給休暇あり）
賃金（時間給）　①②…1,300円、③④⑤…840円
交通費　通勤距離区分に応じて支給
社会保険など　①②④…健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
　　　　　　　③⑤…労災保険
応 募方法　子ども未来課子ども総務グループ（あいあい内）へ履歴書

を持参または郵送（〒519－0164　羽若町545）してください。
※応募者については面接を実施します（日時は別途連絡）。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

亀山市民俳句会の作品募集
文化スポーツ課

文化共生グループ（☎96－1223）
　亀山市民俳句会の作品を募集し
ますので、ぜひご応募ください。
�募集句（一般の部）�
応募方法

▽ �はがきに当季の未発表作品（３句
以内）を楷書で書いてください。

▽ �住所、氏名、電話番号を明記して
ください。
募集期限　９月10日（月）
応�募先　文化スポーツ課文化共生
グループ（〒519－1192　関町木
崎919－1）
表彰式
　11月４日（日）午後１時～
　市文化会館２階会議室
�募集句（小・中学生の部）�
応募方法

▽ �はがきまたは学校で配布される
応募用紙に、夏か秋の句（２句以
内）を楷書で書いてください。

▽学校名、学年を明記してください。
募集期限　９月14日（金）
応�募先　文化スポーツ課文化共生
グループ（〒519－1192　関町木
崎919－1）
�当日句会（一般の部）�
と　き　11月４日（日）
　　　　募集句表彰式の終了後
ところ　市文化会館２階会議室
出�句方法　当日会場で、午後０時
30分までに出句してください
（３句）。
問�合先　亀山俳句会（前田　☎82
－2812、小川　☎82－4056）
「はじめての俳句教室」を開催！
　亀山市民俳句会に先立ち、俳句
教室を開催します。みんなで楽し
く俳句を作りましょう。初めての
人の参加も大歓迎です。
と　き　８月２日（木）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　歴史博物館１階会議室
問�合先　亀山俳句会（前田　☎82
－2812、小川　☎82－4056）

レッツ・チャレンジ2018
参加者を募集

県立鈴鹿青少年センター（☎059－
378－9811、FAX059－378－9809）

　県内の小・中学校から集まった
年齢の異なる子どもたちが共同生
活を送り、自然の中で、カヤック体
験、野外炊飯、キャンプファイヤー、
熊野古道ハイキングなどの活動に
チャレンジします。
　これらの活動を通して、自主性
や協調性などを身に付け、豊かな
心を培う機会を提供します。
と　き　８月22日（水）～25日（土）
　　　　（３泊４日）
と�ころ　県立鈴鹿青少年センターや
その周辺、県立熊野少年自然の家
対象者　小学５年生～中学２年生
募集人数　36人
※応募者多数の場合は抽選
参加費　13,000円
※バス代2,000円が別途必要
申込期間　７月３日（火）～22日（日）
申�込方法　申込書に必要事項を
記入の上、県立鈴鹿青少年セン
ターへ郵送（〒513－0825　鈴鹿
市住吉町南谷口）、ファクスまた
は直接お申し込みください。
※�申込書はホームページからもダ
ウンロード可（URL�http://www.
　mie-sports.or.jp/suzukayc）

亀山市民川柳大会の作品募集
文化スポーツ課

文化共生グループ（☎96－1223）
　亀山市民川柳大会の作品を募集
しますので、ぜひご応募ください。
�一般の部�
と　き　10月６日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館２階会議室
宿�　題　｢はがき｣、｢狭い｣、「目・瞳｣、
「やんわり」、「紙」
出�句方法　当日会場で、午前10時
～11時30分に出句してください
（各題２句、欠席投句は不可）。
�小・中学生の部�
宿　題　｢紙｣
応募方法

▽ �はがきまたは学校で配布される
応募用紙に１句、楷書で書いて
ください（１人１枚）。

▽表に｢川柳｣と朱書きしてください。

▽ �住所、氏名、電話番号、学校名、学
年を明記してください。
※応募は小学４年生以上
募集期限　９月７日（金）
応�募先　文化スポーツ課文化共生
グループ（〒519－1192　関町木
崎919－1）
問合先　亀山川柳会
　　　　（坂倉　☎82－1901）

※（　）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
（5月末時点・亀山署管内）

34件（－17） 0人（±0） 42人（－24） 552件（－14）

亀山警察署（☎82－0110）夏の交通安全県民運動の実施
運動期間　７月11日（水）～20日（金）の10日間
運動の重点
①高齢者と子どもの交通事故防止
②シートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
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技能講習（育児サポーター講習）
受講者を募集

（公社）亀山市シルバー人材センター
（☎82－8512）

　市内在住の60歳以上で、（公社）
亀山市シルバー人材センターの会
員または新規に入会を希望する人
で、シルバー人材センターでの就
業を希望する人を対象に、技能講
習（育児サポーター講習）を実施し
ます。
※�厚生労働省委託の高齢者活躍人
材育成事業として実施します。
と�　き　９月４日（火）、６（木）、10日
（月）、12日（水）（４日間の受講）
ところ　青少年研修センター
受講料　無料　
申込期間
　７月４日（水）～８月３日（金）
申�込方法　（公社）亀山市シルバー
人材センターへ電話または直接
お申し込みください。

６月29日（金）～７月５日（木）
● ダイジェスト番組「平成30年
　4月～６月放送分のウイークリー
　かめやま」
７月６日（金）～12日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「市民の安心を支える消防救助活動」
●となりまち“い・こ・か”（亀山市）
　「関宿祇園夏まつり」
●エンドコーナー「第三愛護園①」

※ 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。

ところ　亀山東小学校体育館
※�平成31年１月・２月開催の教室
は亀山南小学校体育館で実施
対象者　５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、飲
み物、タオル、動きやすい服装
問合先　亀山市ハンドボール協会
　（伊藤　☎090－3950－7234）

亀山西小学校区
「児童クラブおつきさま」
指導員・主任指導員の募集
募集人数　指導員２人
　　　　　主任指導員１人
対象者　いずれも70歳未満の人
勤務日　月～土曜日で週２日以上
勤務時間　午後１時～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　雇用保険、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）

福祉・介護・看護の就職フェア
　福祉・介護・看護の仕事をお探し
の人を対象に、就活応援セミナー
と就職相談会を開催します。
と　き　７月８日（日）

▽正午～午後１時…就活応援セミナー

▽ �午後１時～３時30分…福祉・介
護・看護の就職フェア
ところ　メッセウィングみえ
　　　　（津市北河路町19－1）
対�象者　福祉・介護・看護の職場に
就職希望、または関心のある人
（学生を含む）
参加費　無料
※就活応援セミナーのみ要申込
申�込・問合先　三重県社会福祉協
議会（三重県福祉人材センター
　☎059－227－5160）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

戦争と平和を考える市民のつどい
と　き　８月２日（木）
①午前９時30分～10時30分
②午前11時～11時45分
ところ
①市民協働センター「みらい」
②中村公民館（天神二丁目7－15）
内容（講演内容など）
①�戦争のころの亀山、亀山列車銃
撃事件
②追弔法要と平和に関する話
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問�合先　戦争遺跡に平和を学ぶ亀山
の会（川辺　☎090－8954－1526）

陶芸体験教室
　ぜひ、陶芸にチャレンジしてみ
ませんか？初めての人も、お気軽
にご参加いただけます。
と　き　９月８日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　青少年研修センター前陶芸教室
定　員　５人（先着順）
参加費　500円（材料費含む）
※道具類は貸出します。
申込期限　７月31日（火）
申込先　亀山陶芸Cサークル
　（田所　☎090－4211－7829）

亀山ハンドボール体験教室
　初めてハンドボールを触る子、
少しでも興味のある人など、どな
たでも大歓迎です！
と�　き　７月14日（土）、８月４日
（土）、９月22日（土）、10月20日
（土）、11月10日（土）、平成31年１
月12日（土）、２月９日（土）
※いずれも午後１時30分～３時30分
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