
暮らしの情報

※�借地・借家人の場合は、借地・借
家に関する契約書など
税務課からのお知らせ
　固定資産税・都市計画税の納税
通知書には、自己が所有する土地
や家屋の所在地や評価額などを確
認していただくとともに、課税の
誤りを防止するために、課税明細
書を添付していますので、必ずご
確認ください。

 閲覧制度 
　固定資産課税台帳により、自己
が所有する土地や家屋の所在地や
評価額、税額などが閲覧できます。
と　き　通年
※�土・日曜日、祝日は除く開庁時間
内に限ります。
ところ

▽税務課資産税グループ
▽地域観光課地域サービスグループ

　（関支所１階）
対�象者　納税義務者や借地・借家
人など
※�申請人に関する固定資産に限り
ます。
閲�覧手数料　４月１日（月）～５月
７日（火）は無料（複写する場合
は１枚につき10円）
※この期間以外の閲覧は有料です。
閲�覧に必要なもの　運転免許証な
どの本人確認ができるもの

固定資産税縦覧・閲覧制度
税務課資産税グループ（☎84－5010）
 縦覧制度 
　土地・家屋価格等縦覧帳簿により、
自己が所有する土地や家屋の評価
額と他の土地や家屋の評価額を確
認し、比較することができます。
と　き　４月１日（月）～５月７日（火）
※�土・日曜日、祝日は除く開庁時間
内に限ります。
ところ　税務課資産税グループ
　　　　（市役所１階）
対�象者　市内にある土地または家屋
にかかる固定資産税の納税義務者
※�土地の所有者は土地、家屋の所
有者は家屋の縦覧に限ります。
縦覧手数料　無料
※�台帳の複写、写真撮影などはで
きません。
縦�覧に必要なもの　運転免許証な
どの本人確認ができるもの
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行政委員会の
委員が任命されました
　平成30年12月亀山市議会定
例会で、議会の同意を得て、次
の行政委員会の委員が任命さ
れました。
教育委員会委員（新任）
若林喜美代さん（関町白木一色）

開催期間
　平成31（2019）年４月～2020年２月（議会開催期
間は除く）で、平日の午後９時まで
※開催時間は１団体につき１時間30分以内
申�込対象者　市内に在住または在勤する人で、５人
以上で構成される団体やグループなど
※１団体につき開催期間内に１回の開催とします。
申�込方法　開催を希望する日の20日前までに、申込
書に必要事項を記入の上、政策課広報秘書グルー
プへお申し込みください。
開催の決定・変更

▽ �開催の決定は、申込書の受付後10日以内に申込者
へ開催決定通知書を送付して通知します。

▽ �開催決定後であっても、やむを得ない事態等が発
生したときは、日程変更などを相談させていただ
く場合があります。

開催場所
　会場の確保、参加者への周知などは、申込者で行っ
てください。原則として、市内の会場での開催をお願
いします。
申�込書　申込書は、広報秘書グループ（市役所２階）、
関支所、あいあい、加太出張所、市民協働センター
「みらい」、各地区コミュニティセンター、関文化交
流センター、関町北部ふれあい交流センター、鈴鹿
馬子唄会館にあります（市ホームページからもダ
ウンロード可）。
その他

▽当日の司会進行は申込者でお願いします。

▽ �ご希望のテーマについて対談するとともに、情報
の共有や相互理解を深め、「協働」によるまちづく
りの推進を目的にしていますので、苦情などをお
聴きする場でないことをご理解願います。

問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5022）

キラリ   まちづくりトーク（市民編）

　「キラリまちづくりトーク（市民編）」は、市長が市民グループや企
業などの

集まりに出向き、ご希望のテーマについて対談を行います。

　皆さんとの対話を通じて、情報の共有や相互理解を深め、「協働」に
よるまち

づくりを推進することを目的にしています。

住みよいまちづくりに向けて、市長とひざを交えて語り合いませんか
？



　各家庭で使用しなくなった小型
充電式電池があれば、リサイクル
にご協力をお願いします。
※�回収方法など詳しくは、「2019
年度版ごみ収集カレンダー（15
ページ）」をご覧いただくか、環
境課廃棄物対策グループへお問
い合わせください。

チャレンジアンダー2,000みえ
三重労働局労働基準部健康安全課

（☎059－226－2107）
　仕事中の労働災害はあってはな
らないものです。三重労働局では、
事業所や労働者の皆さんととも
に、休業４日以上の死傷災害年間
2,000件未満を目指します。
※�労働災害防止のためのお役立ち
情報を三重労働局ホームページ
（チャレンジアンダー2,000みえ
のページ）に掲載しています。

三重労働局

具、家電製品などはご遠慮くだ
さい。
※�不用品梱包のため、不用な紙袋が
あれば、併せてお持ちください。

使用済み小型充電式電池の
リサイクルにご協力ください！
環境課廃棄物対策グループ

（総合環境センター　☎82－8081）
　充電して繰り返し使える電池で、
携帯電話、デジタルカメラ、電動工
具などの製品に使用されている小
型充電式電池のリサイクルを行っ
ています。

家庭で眠っている
不用品はありませんか？
環境課廃棄物対策グループ

（総合環境センター　☎82－8081）
　ごみ減量や不用品の再利用促進
を目的に、４月７日（日）開催の「か
めまる�in�太岡寺畷さくらまつり」
ブースに不用品リユースマーケッ
トを出店します。
　ご賛同いただける人で、家庭で
眠っている不用品があれば、総合
環境センターへお持ちください。
※�マーケットの収益金は、災害被
災地への義援金として、日本赤
十字社へ全額寄付します。
受�入時間　総合環境センター開館
日の午前９時～午後５時
募集期間　３月29日（金）まで
募�集不用品　家具（容易に持ち運
びできるもの）、陶磁器類、かばん
類、日用雑貨（未使用品）、骨董品
※�食品、飲料品、動植物、衣類、文房

暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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　亀山市では、法律による公共施設の受動喫煙防止対策に先行して、
すでに敷地内禁煙を実施している施設に加え、小さなお子さんや妊
娠中の人などの利用が多い「総合保健福祉センター（あいあい）」につ
いても、４月１日（月）から新たに敷地内禁煙にします。
　受動喫煙防止にご理解とご協力をお願いします。
※その他の公共施設も、市の方針を定めた後に対策を順次進めます。

【すでに敷地内禁煙を実施している施設】
　小・中学校、保育所、幼稚園、認定こども園、放課後児童クラブ、
　待機児童館、児童センター、市立医療センター

問合先 財務課契約管財グループ（☎84ー5025）
地域福祉課福祉総務グループ（あいあい　☎84－3311）

４月１日（月）から
総合保健福祉センター（あいあい）が
敷地内（全面）禁煙になります！
　平成30（2018）年７月の健康増進法の改正により、多数の人が利用す
る施設では、受動喫煙防止対策を講じることが定められました。
　これにより、学校、病院、行政機関、児童福祉施設等の庁舎は、2019年７
月１日以降は敷地内禁煙になり、その他の施設も、2020年４月１日以降
は原則として建物内禁煙になります。



※�旅券発給の日程など詳しくは、
県ホームページ（旅券トップ
ページ）でご確認ください。

URL http://www.pref.mie.lg.jp/
　　PASSPORT/

偽セキュリティ警告画面に
ご注意ください！
鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　インターネットを使用中に突然
警告音が鳴り出し、「ウイルスに感
染している」等の警告画面が表示
され、慌てて画面上の連絡先に電
話をしたところ、セキュリティソ
フトを契約させられたなどの相談
が寄せられています。

暮らしの情報

 被害に遭わないために 
　消費者の不安をあおり、イン
ターネット上のソフトを契約させ
る手口が発生しています。
　警告画面に電話番号が表示され
ても、慌てて事業者へ連絡しない
ようにしましょう。
　もし、ソフトをインストールしてしまっ
た場合は、（独）情報処理推進機構
（IPA）ホームページ（URL https://
www.ipa.go.jp/）の安心相談窓口
ページをご覧になるか、鈴鹿亀山消
費生活センターへご相談ください。
鈴鹿亀山消費生活センター相談時間
　午前９時～午後４時
　（土・日曜日、祝日は除く）

大型連休や連休後に
渡航を予定している人は

旅券発給の日程にご注意ください
三重県旅券センター
（☎059－222－5980）

　「天皇の即位の日及び即位礼正
殿の儀の行われる日を休日とする
法律」が公布され、５月１日が１年
限りの祝日となることに伴い、４
月27日（土）から５月６日（振休）ま
で、10日間の大型連休になります。
　パスポートの申請手続きから受
け取りまでには日数がかかるため、
大型連休等に旅行などの渡航を予
定している人は、早めに手続きを
していただくようお願いします。
連絡事項

▽ �４月27日（土）から５月６日（振
休）までは、パスポートの申請受
付ができません。

▽ �三重県旅券センター（アスト津
３階［津駅東口北側隣接］）では、
４月28日（日）、５月５日（祝）に、
申請済みのパスポートの受け取
りのみ行います。
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　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
する必要が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。

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！

ご利用ください！

救急医療情報システムなど
　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、
お困りの際はご利用ください。
◉救急医療情報システム

　 ▽医療情報センター（対人案内）�☎059－229－1199

　 ▽医療情報センター（自動音声）�☎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/
　 三重県 救急医療情報システム
※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



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

持�ち物など　タオル、室内用トレー
ニングシューズ、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。

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　４月17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
　３月19日（火）～４月10日（水）
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。

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。

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
（あいあい　☎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。今回は、
簡単なストレッチに取り組みます。
と　き

▽４月10日（水）�午前10時30分～
　…自宅でできるストレッチ①

▽４月17日（水）�午後２時30分～
　…自宅でできるストレッチ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
※事前の申し込みは不要

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
（あいあい　☎84－3316）

と　き

▽４月３日（水）�午後２時～３時

▽４月24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）
参加費　無料
持�ち物など　タオル、室内用トレー
ニングシューズ、動きやすい服装
申込開始日　３月19日（火）

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）

学生納付特例制度をご存じですか？

学生納付特例制度とは？
　学生本人の前年の所得が一定基準以下の場合、本
人の申請により国民年金保険料の納付が猶予（先送
り）される制度です。保険料を納められないときは
そのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。

保険料の納付が猶予されている期間はどうなるの？
　この期間は、未納の場合と異なり、年金を受け取
るときに必要な「受給資格期間」に含まれます。た
だし、年金額には算入されません（10年以内に納
付［追納］すると年金額に反映されます）。

＜申請方法＞
　申請書は、市民課医療年金グループや日本年金機
構津年金事務所にあります（日本年金機構ホーム
ページからもダウンロード可）。申請には、学生証（コ
ピー可）または在学証明書が必要です。
　また、学生納付特例の承認期間は、４月から翌年３
月までの１年間であり、申請が毎年必要になります。
※�申請時点の２年１カ月前の月分までさかのぼって
申請することもできます。ただし、申請が遅れる
と、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障
害基礎年金を受け取れない場合がありますので、
すみやかに申請してください。
※�一部の学校でも、学生納付特例の申請を受付できる
場合があります。在学中の学校へご確認ください。

●日本年金機構ホームページ（URL http://www.nenkin.go.jp/）
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ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各回１人（先着順）
参加費　１回3,500円
持�ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装
申込開始日　３月19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。

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　４月２日（火）
　　　　午後１時30分～３時

暮らしの情報

ところ
　野登地区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　
※事前の申し込みは不要
持�ち物など　飲み物、上履き、動き
やすい服装

亀山学校
介護予防の大切さ
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　４月11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　社会福祉士�
　　　　川戸友紀さん
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
※事前の申し込みは不要
持ち物　筆記用具

助産師による
授乳相談を行います
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　「母乳だけで育てられるか心配」、
「卒乳の方法を聞きたい」、「妊娠中
のおっぱいのケア方法を知りた
い」など、授乳に関する相談に助産
師がお応えします。
と　き　４月15日（月）
①午前10時～
②午前10時30分～
③午前11時～
※�①②③のいずれかで、相談時間
は１組20分程度
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　授乳に関する相談
対�象者　市内に住所を有する妊婦
または産婦
定　員　３組（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　３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。

パーソナルストレッチ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　パーソナルストレッチとは、ト
レーナーとマンツーマン（１対１）
で行うストレッチのことです。ト
レーナーが参加者それぞれの体に
あったストレッチをゆっくり丁寧
にお伝えします。
　体のコアの部分へアプローチを
かけ、一人では伸ばしきれない筋
肉や腱を、トレーナーのサポート
のもと効率よく伸ばします。柔軟
性を高め、動きやすい体を目指し
ませんか？
と�　き　４月５日～６月14日の金
曜日
①午前10時～11時
②午前11時～正午
③午後１時～２時
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視聴はケーブルテレビへの加入が必要です。
政策課広報秘書グループ（☎84－5021）では、
放送を録画したDVDの貸出も行っています。

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！

放送時間　午前６時～深夜０時（30分番組を繰り返し放送）
番組更新日　毎週金曜日
チャンネル番号　123ch（ZTVコミュニティチャンネル）

❶
❷

番組の視聴方法 ～テレビのリモコン操作方法～

ご覧ください！
行政情報番組

「マイタウンかめやま」

❶「12」のボタンを押す
❷「選局ボタン」を１つ進める
※�選局番号（３桁入力）を「123」に合わせる、また
は電子番組表から選択しても番組を視聴でき
ます（テレビの機種によって対応していない
場合あり）。



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

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）

●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　４月８日（月）～12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　４月１日（月）～５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44月月

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～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
と　き　４月の火曜日

▽４月２日、16日…リラックス体操

▽４月９日、23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　老人福祉関センター２階
※�平成31年４月から会場が変更に
なります。
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
※事前の申し込みは不要
持�ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装

※材料費などの実費は自己負担
※事前の申し込みは不要
※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

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
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

と　き　４月16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
※事前の申し込みは不要
持�ち物など　飲み物、タオル、上履
き、動きやすい服装

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　４月の毎週水曜日（４月
３日、10日、17日、24日）
※いずれも午後１時30分～３時
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
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募　集
亀山市ホームページ
バナー広告の募集
政策課広報秘書グループ
（☎84－5022）

　市では、財源の確保や地域経済
の活性化の推進などを図るため、
民間企業等のバナー広告を募集し
ています。
バ�ナー広告掲載場所　亀山市ホー
ムページ（トップページ）
※�掲載方法や広告基準など詳しく
は、市ホームページをご覧いた
だくか、政策課広報秘書グルー
プへお問い合わせください。

暮らしの情報

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）

　ストレッチ、セラバンド（ゴム製
のバンド）体操のあと、スクエアス
テップを踏んで楽しみます。
と　き　４月３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
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
※事前の申し込みは不要
持ち物など
　上履き、動きやすい服装
※�セラバンドは主催者で用意

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　４月12日（金）、16日（火）、
23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。

平成31年�犯罪発生状況
１月末時点・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況

※（　）内は前年同期比の増減数

総　数
21件（－1）

江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
11件（－2） 4件（－3） 3件（＋3） 3件（＋3） 0件（－2）

　亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

『改元（元号の変更）』を名目とした詐欺にご注意！
　他県において、今年５月の『改元』を名
目とした、キャッシュカードをだまし取
ろうとする架空請求詐欺などが発生して
います。
　『改元』に関する郵便や電話などがあれ
ば詐欺を疑い、家族や警察にまずは相談
しましょう。

※�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。

３月15日（金）～21日（祝）
●ウイークリーかめやま
●となりまち“い・こ・か”（甲賀市）
　「あいの土山斎王群行」
●エンドコーナー
　「関認定こども園アスレ④」
３月22日（金）～28日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「市内の風景」
３月29日（金）～4月４日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「新しい学びの場、
　『かめやま人

びと

キャンパス』開講！」
●エンドコーナー
　「市内の風景」

※
広
告
掲
載
箇
所

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

第27回合同写真展
にぎりめし・どんぐり・写

し ゃ ど

奴
　市内のアマチュア写真サークル�
３団体（にぎりめし、どんぐり、写
奴）で、合同写真展を開催します。
お気軽にお立ち寄りください。
と　き　３月20日（水）～24日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※�20日（水）は正午から午後５時まで、
24日（日）は午後４時30分まで
ところ　歴史博物館企画展示室
入場料　無料
問合先　合同写真展実行委員会
　　　　（平野　☎82－7888）

アロマサークル
参加者を募集！

　アロマで生き生き！アロマで健
康生活！暮らしにアロマを取り入
れましょう。毎月、季節に合わせた
クラフト（アロマ精油を用いた小
物）を作ります。
と　き　毎月第２木曜日　
　　　　午前10時～11時30分
ところ　青少年研修センター
※�材料費（1,800円～）など詳しく
は、お問い合わせください。
申込・問合先　アロマサークル亀山
　（宮口　☎090－8866－1517）

ミニバスケットボールチーム
亀山シューティングスターズ

部員・指導者を募集！
　他チームとの試合やリーグ戦な
どを通じて一緒にバスケットボー
ルを楽しみませんか？初めてバス
ケットボールに触る子や少しでも
興味のある子など、男女問わず大
歓迎です！体験もできるので、ま
ずはお気軽にご連絡ください。

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

　また、子どもたちと一緒にバス
ケットボールを楽しみたい人（指
導者）も募集しています。
練習日

▽火曜日…午後５時30分～７時

▽木曜日…午後６時～８時

▽土曜日…午後４時～７時

▽日曜日…午前９時～正午
※�土・日曜日は時間が変更となる
場合があります。また、試合が入
ることもあります。
練習場所

▽亀山西小学校体育館

▽昼生小学校体育館
対象者

▽部員…市内に在住する小学生

▽ �指導者…バスケットボール経験者
（審判資格を保有している人、また
はこれから取得してもらえる人）
参�加費　１年目は月額2,000円、
　２年目以降は月額1,000円
※�入会金2,000円（初回）、スポーツ
保険料、選手登録料（小学４年生
以上）が別途必要
持�ち物など　体育館シューズ（バ
スケットボールシューズ）、飲み
物、タオル、動きやすい服装
申込・問合先
　亀山シューティングスターズ
　（男子・葛西　☎090－8672－0503、
　女子・安藤　☎090－5454－9597）

平成31年度の
協会けんぽの保険料率について
　平成31年度の全国健康保険協会
（協会けんぽ）三重支部の健康保険
料率は据え置き、介護保険料率（全
国一律）は３月分（４月納付分）か
ら引き上げられます。
対象者
　�「全国健康保険協会三重支部」の
名称の記載された健康保険証を
お持ちの人
健康保険料率
　現行…9.90%
　平成31年３月分～…9.90%（据え置き）

介護保険料率
　現行…1.57%
　平成31年３月分～…1.73%
問�合先　
　全国健康保険協会三重支部
　（☎059－225－3317）

踏切設備のない場所での
線路横断は絶対にやめましょう
　JR東海管内では、踏切設備のな
い場所で列車通過の直前横断が発
生し、列車が急停止することが起
こりました。
　これは、一歩間違えれば重大な
死傷事故につながります。踏切設
備のない場所での線路の横断は絶
対にやめましょう。近くの踏切を
ご利用ください。
※�JR東海では、踏切設備のない場
所で危険と思われる箇所には、
フェンス、警告板などを順次設
置して警告していきます。
問�合先　東海旅客鉄道（株）サービ
ス相談室（☎050－3772－3910）

～亀山市シティプロモーションサイト
「住めば、ゆうゆう。」のご案内～

住めば、ゆうゆう。

亀山市の魅力が満載！

子育てサポート情報、
イベント案内など、
盛りだくさんです！
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