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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
甲伊賀ぶらり体験博覧会

～いがぶら2018 ～
発掘速報展2018
～最新の発掘調査成果を紹介～

　甲賀市内にある東山遺跡（信楽町黄瀬）と貴生川
遺跡(水口町貴生川)について、最新の発掘調査の成
果を紹介しています。
　新たに見つかった紫香楽宮に関する建物の写真
パネルや、鎌倉時代の居館跡から出土した土器を
展示します。ぜひ、お越しください。
と　き　10月３日（水）まで（木・金曜日は休館）
　　　　午前10時～午後５時
ところ　甲賀市水口図書館・水口歴史民俗資料館
観覧料　無料
アクセス　新名神高速道路「甲賀土山IC」から約15分
　　　　　近江鉄道「水口城南駅」から徒歩約２分
問合先　甲賀市水口歴史民俗資料館（☎0748－62－7141）

　伊賀市全域で、街歩きと自然・歴史と文化・伊賀び
との技・食・美容と健康・忍者と芭蕉をテーマにした
体験プログラムを開催します。
　今年は、126のプログラムをご用意しましたの
で、公式ガイドブックやホームページをご覧の上、
興味のあるプログラムに、ぜひご参加ください。
※プログラムはすべて予約制です。
と　き　9月22日（土）～11月25日（日）
予約開始日時（電話）　９月１日（土） 午前10時～
※ホームページは９月２日（日） 正午～
問合先　伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670）

※ 詳しくは、２次元
コードよりホー
ムページをご参
照ください。

もよおし
湯
ゆ

ったりお風呂の日
長寿健康課高齢者支援グループ

（☎84－3312）
　あいあい「白鳥の湯」を高齢者に
無料開放します。
と　き　９月18日（火）
　　　　午前10時～午後４時
※受付は午後３時まで
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者
　市内に在住する65歳以上の人

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　９月20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。

※�住所と年齢が確認できるものを
持参してください。
※�介助が必要な場合は、介助者（同
性に限る）も無料でご利用でき
ます。
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を明記の上、郵送してください。

▽ �往信表面…〒514－8526　津市
中央3－1　津地方裁判所事務局
総務課庶務係「知っててよかっ
た！裁判所の民事調停」参加希望

▽ �往信裏面…代表者の氏名（ふり
がな）・住所・電話番号、同行者
（２人まで）の氏名（ふりがな）、
本行事を知ったきっかけ

▽返信表面…抽選結果が届くあて先

講　師　アロマサークル亀山
　　　　代表　宮口くに代さん
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（先着順）
参加費　無料
申込期限　10月４日（木）
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。

知っててよかった！
裁判所の民事調停

～話合いで円満解決～
津地方裁判所事務局総務課庶務係
（☎059－226－4172）

　10月１日～７日の「法の日」週間
にちなみ、民事調停について理解
を深めてもらうための企画です。
と　き　10月10日（水）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　津地方裁判所
　　　　（津市中央3－1）
主な内容

▽民事調停制度の概要紹介

▽模擬民事調停

▽裁判官による質疑応答
定　員　30人程度
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　９月21日（金）必着
申�込方法　往復はがきに次の事項

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
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　９月18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。

介護者のつどい
～アロマの香りで

リラックスしてリフレッシュ～
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　10月９日（火）
　　　　午前10時～11時30分
ところ
　あいあい２階生きがい工作室

８月31日（金）～９月６日（木）
●かめやま情報BOX
　「９月９日は救急の日です」
●エンドコーナー「和田保育園①」
９月７日（金）～13日（木）

●かめやま情報BOX
　「子ども医療費の窓口無料化が開始」
●エンドコーナー「和田保育園②」

※ 午前６時から深夜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。

問合先 防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

９月30日（日）午前９時～午後０時30分
西野公園  （雨天時は縮小開催、警報発令時などは中止）

大規模災害の発生に備え、市民、行政、防災関係機関などが連携
して、総合防災訓練を実施します。ぜひ、ご参加ください。
内 　容　集団避難訓練、避難所機能別訓練（運営訓練、応急救護訓

練、土のう作成等訓練、初期消火訓練・煙体験、炊き出し訓練な
ど）、多数傷病者対応訓練、災害対策車両等の展示、地震体験、啓
発・展示ブース、非常食の試食など

※ 西野公園を指定避難所とする自治会は、午前８時頃より各地区
から徒歩で集団避難訓練を行います。

ご参加ください！亀山市総合防災訓練

総合防災訓練（中部中学校での開催時）の様子
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

鈴鹿市発 障がい者の
就労マルシェ2018

鈴鹿市健康福祉部障がい福祉課
（☎059－382－7626）

　働くことは、経済的基盤づくりだ
けでなく、人や社会とつながります。
　共生社会の実現へ向け、多くの
人が出会う場所として、今年も就
労マルシェを開催します。
　障がいのある人もない人も、ど
なたでもお越しいただけます。
と　き
①９月29日（土）�午前10時～午後４時
②10月４日（木）�午後０時30分～５時
ところ　鈴鹿市民会館
　　　　（鈴鹿市役所本館南隣）
内　容
①�29日…講演会・パネルディスカッ
ション「発達障がいとは」、スペ
シャルライブ（R－1ぐらんぷり2018�
優勝者　濱田祐太郎さん）、福
祉事業所の生産商品展示・販売、
ベルカフェ、三重県立盲学校によ

人など、ぜひご参加ください。
と　き　９月30日（日）
　　　　午前10時～正午
ところ　観音山公園周辺（関町新所）
対�象者　歩いて参加できる人なら
どなたでも可
定　員　30人程度（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　飲み物、タオル、弁当、
歩きやすい靴、動きやすい服装
申込期限　９月21日（金）
申�込方法　鈴鹿亀山薬剤師会事務
局へ電話でお申し込みください
（土・日曜日、祝日は除く午前９
時～午後５時）。

る出張あんま・マッサージ
②�４日…企業と障がい者の就職面
接会、就労移行支援事業所など
による就職説明会、総合就職相
談ブース
参加費　無料
※�駐車場に限りがありますので、
来場の際は、できるだけ公共交
通機関をご利用ください。
主�　催　鈴鹿市、ハローワーク鈴
鹿、就労マルシェ実行委員会

薬草観察会
～初秋の関宿周辺の

薬草を観察しませんか？～
鈴鹿亀山薬剤師会事務局
（☎059－381－2233）

　亀山市は、日本で最初の近代
科学的植物図鑑「草木図説/1856」
を書き上げた飯沼慾斎（1783年～
1865年）の生誕地です。
　その亀山市で第１回薬草観察会
を開催します。薬草に興味のある

　日本では、乳がんにかかる女性が年々増加しています。また、年間約14,000人の女性が
乳がんで亡くなっており、40歳代～50歳代女性のがん死亡原因の第１位です。
　市立医療センターでは、視触診とマンモグラフィによる乳がん検診を実施して
います。早期発見のため、定期的に乳がん検診を受けましょう。

検診実施日　水・金曜日の午後
検診実施期間　平成31年１月まで
検診内容

▽視触診（問診を含む）
　視触診では、左右の乳房に左右差、しこり、ひきつれがないか、
　リンパ線の腫れがないかを調べます。

▽マンモグラフィ検査（乳房X線検査）
　透明なプラスチックの板に、乳房を挟んで圧迫し、レントゲン撮影をします。
自己負担額（市のがん検診制度の助成による）

▽市内在住で30歳以上69歳以下の女性…2,000円

▽市内在住で70歳以上の女性…300円
※そのほか検診無料対象の人は市から通知します。
申込方法　市立医療センターへ電話（平日の午前９時～午後４時）でお申し込みください。
※妊娠中または妊娠の可能性がある人、授乳中の人、ペースメーカーを装着している人など、乳がん検診を
　受診できない場合があります。詳しくは、市立医療センター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）

乳がん検診を受けましょう！
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告物を設置するには、原則として
許可が必要です。さらに、平成30年
10月から、貼り紙などの簡易なも
のは除くすべての屋外広告物に点
検が義務付けられます。
　広告物の安全性を確保し危険な
事故を防ぐために、適正な管理、点
検をお願いします。

９月10日は世界自殺予防デー
～かけがえのない命を大切に～
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
　９月10日～16日は「自殺予防週
間」です。こころの病気は誰にでも
起こり得ます。しかし、自分では気
づきにくい場合があります。
　あなたの周りの大切な人を守
るためには、日々の生活のなかで
の気づき（家族や仲間の変化に気
づいて声を掛ける）、聴き（本人の

お知らせ
平成30年住宅・土地統計調査に

ご協力をお願いします
総務課情報統計グループ
（☎84－5032）

　総務省統計局では、平成30年10
月１日時点で住宅・土地統計調査
を実施します。
　この調査は、住生活に関する
もっとも基本的で重要な調査で、
全国約370万世帯の方々を対象に
した大規模な調査です。
　この調査では、近年において多
様化している国民の居住状況や少
子・高齢化等の社会・経済状況の変
化を踏まえ、少子・高齢社会を支え
る住居環境、土地の有効利用状況
などを明らかにすることをねらい
としています。
　統計調査員が調査世帯へ調査
票の記入をお願いに伺った際は、
調査票への記入、またはインター
ネットでの回答をお願いします。

９月１日～10日は
屋外広告物適正化旬間です
県鈴鹿建設事務所（☎059－382
－8683）、都市整備課都市計画グ
ループ（☎84－5046）
　屋外へ看板やポスターなどの広

気持ちを尊重して耳を傾ける）、
つなぎ（早めに専門家に相談す
るように促す）、見守り（温かく
寄り添いながらじっくりと見守
る）が大切です。
「こころの体温計」を活用しましょう
　「こころの体温計」は、スマート
フォンや携帯電話、パソコンか
ら気軽にこころの状態をセルフ
チェックできるシステムです。家
族やあなたの大切な人のストレ
スチェックをすることができま
す。気になるモードでチェックし
て、早めのこころのケアを心掛け
ましょう。
利�用方法　スマートフォンなどで
専用のウェブサイト（URL�http :
　�//fishbowlindex.jp/kameyama/
demo/index.pl）を開いて、画面
の指示に従い操作してください。

※右の２次元コード
　（外部へリンク）から
　もご利用できます。

亀山市 こころの体温計

歴史博物館だより（9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　９月２日（日）まで
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。
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、３日（月）～７日（金）（展示撤収のため）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

結核を予防しましょう
－９月24日～30日は

結核予防週間です－
長寿健康課健康づくりグループ

（☎84－3316）
　結核とは、結核菌によって主に
肺に炎症が起こる病気です。今で
も全国では、１日に約50人の新し
い患者が発生し、約５人が命を落
としている重大な感染症です。

に感染すると重症になりやすく、
生命を危うくすることがあります。
予防には、BCG接種が有効ですの
で、生後１歳未満のお子さんは予
防接種を受けましょう。
　高齢者は、微熱が続いたり、体重
が減ってきたりしたら、結核かも
しれませんので、早めに医療機関
を受診しましょう。

　最初は風
か ぜ

邪に似た症状で始まり
ますが、２週間以上、咳

せき

やタンが続
くようであれば医療機関を受診し
ましょう。
　早期発見は、本人の重症化を防
ぐためだけでなく、家族や職場な
どへの感染を防ぐためにも重要で
す。症状がなくても、毎年、定期的
に健診を受けましょう。
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核

図書館だより（9月）  市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『横
よ こ は ま

濱エトランゼ』
大崎 梢／著
講談社（2017年６月刊）
　高校３年生の千紗は、初恋の相手
と働きたくて、横浜のタウン誌編集
部でアルバイト中。そこで横浜の歴
史、不思議、暮らしている人々の想い
を知る。ノスタルジックでハートフ
ルな連作短編集。

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

『素子の碁 サルスベリがとまらない』
新井素子／著
中央公論新社（2018年３月刊）
　40歳を過ぎて夫婦で始めた囲碁。
難解な用語や定石に頭をひねりつ
つ、囲碁を打てる友人を探し出し、つ
いには囲碁教室へ。少しずつ上達し
ていく日々を生き生きと描くエッセ
イ集。

　蔵書点検作業を９月23日
（日）から９月28日（金）まで行
います。点検期間中は、市立図
書館・関図書室ともに休館しま
すのでご了承ください。

～新着だより～
●不在／彩瀬まる
●絵

え き ん

金、闇を塗る／木下昌輝
●清らかな、世界の果てで／北里紗月
●ぞぞのむこ／井上 宮

きゅう

●ブルーハワイ／青山七恵
●ももとこもも／宮崎祥子
●ごろりん たまねぎ／いわさゆうこ
●まほうつかい／いしかわこうじ
●子ガモのボタン／ヘレン・ピータース
●虫・むし・オンステージ！
　／森上信夫
●縄文美術館／小川忠博
●トヨタ式 家事シェア／香村 薫
●日本百銘菓／中尾隆之
●パソコンのしくみ／高作義明
●これからはじめる狩猟入門
　／原田祐介
　　　　　　　　　　　　　　ほか 356 冊

おはなし会
　９月１日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
　９月12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　
　９月１日（土） 午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会
　９月５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
　９月19日（水） 午後３時～　関文化交流センター（和室）
テレホン童話（☎83－0874）［３分間の創作童話］　
　９月１日～15日　加太のすもうは三人ずもう（久野陽子）
　９月16日～30日　お茶の味はどんな味？（駒田やす代）
休館日　市立図書館…毎週火曜日、23日（日）～28日（金）
　　　　関図書室…３日（月）、10日（月）、18日（火）、23日（日）～28日（金）
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装っているケースもあります。

▽ �支払方法が銀行振込しか用意さ
れていない場合や、個人名義の
口座の場合は注意しましょう。
※�インターネット通販に関して、
困りごとなどがあれば、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）

各種検診・教室
亀山学校

～サプリメントとの
上手な付き合い方～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

と　き　９月13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　鈴鹿亀山薬剤師会
　　　　田中亜子さん
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　

インターネット通販の
トラブルにご注意を！
鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　インターネット通販は、いつで
もどこでも申し込めて便利な反面、
「商品が届かない」、「ニセモノが届
いた」などのトラブルもあり、数多
くの相談が寄せられています。
�被害に遭わないために�

▽ �事業者の所在地・代表者・電話番
号や、ほかの利用者の評価など
を必ず確認しましょう。

▽ �一般の流通価格よりも極端に値
引きされている場合や、ほかの
店では在庫が無いのにそのサイ
トだけに在庫がある場合は注意
が必要です。また、公式サイトを

※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

大人の健康塾
～認知症予防について考えよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　９月14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　社会福祉士
　　　　川戸友紀さん
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　筆記用具

　救急車は、重篤なけがや病気などで、緊急に病
院へ搬送する必要がある人のために配備されて
います。
　しかし、救急要請のなかには、「病院の診療時
間が終了したので通報した」、「救急車で行った
方が優先的に診てくれると思った」など、緊急性
が低いと思われるケースも見受けられます。
　救急車の台数には限りがあります。緊急に搬
送する必要のある人への対応が遅れることのな
いよう、適正な利用にご協力をお願いします。
※ 「意識がない」、「呼吸をしていない」、「多量の

出血がある」など、緊急性が高い症状の場合
は、すぐに救急車を要請してください。

ご利用ください！「救急医療情報システム」

問合先 消防本部消防総務課消防救急グループ（☎82－9496）

URL

URL

救急車の
適正な利用に
ご協力ください！ 　救急車を呼ぶほどではないが、診察して

もらえる病院が分からないなど、困ってし
まうときはご利用ください。
◉救急医療情報システム
　 ▽対人案内　☎059－229－1199
　 ▽自動案内　☎0800－100－1199

　（通話料無料、通話終了後に医療機関の案内を
　ファクスで受信することも可）

　 ▽パソコン 　    http://www.qq.pref.mie.lg.jp/ 
　 ▽携帯電話        http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
　
　※受診の際は、必ず紹介された医療機関に事前確認
　　してください。
◉小児救急医療相談事業

　 ▽みえ子ども医療ダイヤル（午後7時30分～翌朝８時）
　　☎♯8000 または ☎059－232－9955

三重県　救急医療情報システム

18 広報かめやま　平成30年9月1日号



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

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　９月の毎週木曜日（９月
６日、13日、20日、27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　タオル、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。

募　集
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
よび確認業務など
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　10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　９月14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。

予備講習会（亀山市防火協会主催）
と　き　10月６日（土）
　　　　午前９時～午後４時45分
と�ころ　亀山消防庁舎１階防災セ
ンター（野村四丁目1－23）
対象者　乙種４類受験者
定　員　50人（先着順）
受講料　1,000円
　（亀山市防火協会会員は無料）
※�テキストが必要な人は、テキス
ト代（4,340円）が別途必要
申込期間　９月３日（月）～21日（金）
　（土・日曜日、祝日は除く）
申�込方法　亀山消防庁舎または各
分署にある申込書（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、消防本部予防課危険物グ
ループへお申し込みください。

試　験
危険物取扱者試験

消防本部予防課危険物グループ
（☎82－9492）

　（一財）消防試験研究センター三
重県支部では、危険物取扱者試験
（後期）を実施します。
※�後述の試験会場は近隣地区のみ
を記載しています。
申�込方法　亀山消防庁舎または各
分署にある願書に必要事項を記
入の上、（一財）消防試験研究セ
ンター三重県支部へお申し込み
ください。
出願期間　９月11日（火）～21日（金）
　　　　　（当日消印有効）
※�電子申請の場合は、９月８日（土）
午前９時～18日（火）午後５時

※（　）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
（7月末時点・亀山署管内）

47件（－18） ０人（－1） 59人（－24） 759件（－36）

亀山警察署（☎82－0110）

秋の全国交通安全運動の実施
運動の期間　９月21日（金）～30日（日）の10日間
全国重点項目△

子どもと高齢者の安全な通行の確保と
　高齢運転者の交通事故防止△

夕暮れ時と夜間の歩行中・
　自転車乗用中の交通事故防止△

全ての座席のシートベルトと
　チャイルドシートの正しい着用の徹底△

飲酒運転の根絶

試験日
試験会場 11月10日（土） 11月17日（土） 11月18日（日）

(一社)北勢自動車協会
（四日市市） 乙種４類 乙種４類 乙種４類

丙種
鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿市）

乙種４類
丙種 乙種４類

高田短期大学
（津市）

甲種、乙種全類
丙種

サン・ワーク津
（津市） 乙種４類
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　番組名は、「カルチャーラジオ�
NHKラジオアーカイブス『声でつ
づる昭和人物史�服部四郎』」で、昭
和54年に本人が出演したラジオ番
組の音声資料から、人物像や歴史
的意味をたどります。
放送局　NHKラジオ第２
放送日時　①９月17日（月）
　　　　　②９月24日（月）
※いずれも午後８時30分～９時
※�いずれも再放送は翌週月曜日の
午前10時～10時30分
問合先　服部�旦
　　　　（☎045－851－1013）

タイの家庭料理教室
参加者を募集

　皆さんで“タイの料理”を作って
楽しみませんか。タイ出身の野田
ラッチャダーさんをお迎えし、ト
ムヤンクン、ヤムウンセン、タピオ
カのデザートなど、本場の家庭料
理を体験しましょう。
と　き　10月６日（土）
　　　　午前10時～
ところ　あいあい２階栄養指導室
定　員　30人（先着順）
参加費　1,500円（材料費含む）
※当日、会場でお支払いください。
持�ち物　エプロン、三角きん（キャッ
プ）、タオル、食品保存容器（持ち
帰り用）
申込期限　９月23日（祝）
申�込方法　亀山国際交流の会へ電
話でお申し込みください。
申込先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876）

わが子の就職を支える
家族フォーラム

　「無業期間が長くなってきたけれ
ど、親としてどうすれば？」、「子ど
もが就職するために、親としてでき
ることは？」など、働きたいけれど
就職に結びついていない子どもを
持つ家族のためのセミナーです。

と　き　９月29日（土）
　午後１時30分～３時30分
ところ　三重県勤労者福祉会館
　　　　（津市栄町一丁目891）
主な内容
①�講演（埼玉大学（基盤教育研究セ
ンター）教授　石阪督規さん）
②パネルディスカッション
③�みえ若者就労支援ネットワーク�
支援機関ブース出展
参加費　無料
申�込方法　若者就業サポートス
テーション・みえへ電話でお申
し込みください。
申�込先　若者就業サポートステー
ション・みえ（☎059－271－9333）

いい人見つけて結婚しよう
　結婚を希望する男女に、楽しい
出会いを提供する三重県後援のイ
ベントです。
　同じ趣味や人生感などを持った
気の合う人を見つけましょう。
と　き　10月８日（祝）
　　　　午後０時30分～４時
※受付は午前11時30分～
と�ころ　三重県生涯学習センター
４階大研修室（県総合文化セン
ター内）
対�象者　20歳代～40歳代で配偶者
のいない人
参加費　1,000円
※当日、会場でお支払いください。
※申し込みは不要です。
問合先　津シルバークラブ
　　　　（☎059－293－1169）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

亀山市吹奏楽団
第６回定期演奏会

　和太鼓奏者の的場凛さんと劇団
四季の永井崇多宏さんをゲストに
迎え、ミュージカル音楽や和楽器
との共演をお楽しみください！
と　き　９月９日（日）
　　　　午後２時～
※開場は午後１時30分～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料
問合先　亀山市吹奏楽団
　（畠山　☎090－8073－4528）

関宿 旅ゼミを開講します
　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
醍醐味や魅力などを情報交換しま
せんか。写真や資料、地球儀を見な
がら楽しくお話ししましょう。
と　き

▽９月14日（金）（第５回）

▽９月28日（金）（第６回）
※いずれも午後２時～３時30分
と�ころ　関宿まちかど博物館（関
郵便局斜め前「菓子処�いちみ」）
定　員　各回10人（先着順）
参加費　無料
申�込先　鈴鹿・亀山まちかど博物館
事務局（一見　☎090－2314－8068）

「声でつづる昭和人物史 服部四郎」
NHKラジオ番組で放送されます
　亀山市出身で、日本語・アルタ
イ語等の外国語やトルコ文化の
研究をするなど、国際的言語学者
として活躍し、文化勲章も受章
した服部四郎さん（1908年～1995
年）を取り上げたラジオ番組が放
送されます。

９月の納期
（納期限・口座振替日）

10 月１日（月）
国民健康保険税　　　  第３期
後期高齢者医療保険料  第３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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