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　滋賀県の無形民俗文化財に指定されている水口曳
山まつりは、宵宮祭と例大祭の２日にわたり開催さ
れます。祭の見どころは、若衆や子どもたちが笛や太
鼓で奏でる「水口囃子」に乗せて行う曳山巡行です。
　東海道50番目の宿場町「水口宿」で行われる曳
山まつりに、ぜひお越しください。
と　き　「宵宮祭」　
　　　　４月19日（金） 午後４時～９時
　　　　「例大祭・曳山巡行」
　　　　４月20日（土） 午前９時～午後９時
ところ　水口神社境内など水口町内一円
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」下車徒歩３分
問合先　甲賀市観光協会・水口まつり保存振興会
　　　　（☎0748－60－2690）

と　き　５月３日（祝）　
　　　　午前10時～午後４時
ところ　
　 伊賀鉄道「忍者市（上野市）駅」下車すぐの上野市車庫
内�　容　軌道自転車走行体験（線路などの保守作

業用として使われていた自転車で、車庫線内を
走行）、200系車両の撮影会、車掌体験（伊賀鉄道
の制服を着て、車内放送・車両の扉の開閉体験）、
伊賀線ジオラマ、鉄道模型コーナー、運転シミュ
レーション体験、鉄道グッズの展示・販売、三重
交通によるバス展示・グッズ販売など
問合先
　伊賀鉄道（株）総務企画課（☎0595－21－0863）
　伊賀市交通政策課（☎0595－22－9663）

問合先 教育委員会生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

平成31年度

開放日（開放時間は午後７時～９時） イベント
４月27日（土） 10月12日（土）◉4月27日（土）

　春の星空観察会
◉８月12日（振休）
　ペルセウス座
　流星群観察会
◉10月12日（土）
　秋の星まつり

５月18日（土） 11月16日（土）
６月15日（土） 12月14日（土）
７月20日（土） １月18日（土）

８月12日（振休） ２月15日（土）
９月14日（土） ３月14日（土）

天文台「童夢」無料開放日
ところ　鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
内 　容　望遠鏡操作や天体解説を、天文台運

営スタッフが行います。
※雨天・曇天時は中止
　（イベント時は一部内容を変更して実施）
※当日の問合先…☎090－5114－1670
　（教育委員会生涯学習課社会教育グループ）
※ 無料開放日は、市ホームページ（社会教育

グループのページ）にも掲載しています。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

給など、年金制度についてお気軽
にご相談ください。
と　き　４月18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
※�年金請求者以外の人が代理で相
談する場合は、本人の委任状（様
式は日本年金機構ホームページ
［URL http://www.nenkin.go.jp/］
からダウンロード可）が必要

お知らせ
ひとり親家庭への

福祉資金貸付や給付金など
子ども未来課子育てサポートグループ

（あいあい　☎96－8822）
 福祉資金貸付 
　経済的自立を助けるため、低利
または無利子で、就学支度資金や
修学資金などを貸付します。
対 象者　配偶者がいなく20歳未満
の児童等を扶養している人、ま
たは寡婦の人
※所得制限などがあります。
 自立支援教育訓練給付金 
　仕事に必要な資格や技術を身に
付けるため、指定した講座を受講
するために要した費用の一部を支
給します。
支給額　受講費用の60％
　　　　（上限額200,000円）
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。
 高等職業訓練促進給付金 
　安定した生活ができる職業に就
くため、就職に有利な資格取得の養
成機関で１年以上修業する場合に
支給します（給付上限期間３年）。
支給額（月額）

▽市民税非課税世帯100,000円

▽市民税課税世帯70,500円
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。

もよおし
認知症カフェ（４カ所で開催）
長寿健康課高齢者支援グループ

（あいあい　☎84－3312）
　認知症カフェは、認知症のことで
心配のある人やその家族、地域住民、
専門の職員などが気楽に集い、交流、
情報交換、相談ができる場です。
　お茶を飲んだり、くつろいだり、
「ゆっくりできる居場所」として、
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
対 象者　認知症の人やその家族、
地域住民など

参加費　無料
※事前の申し込みは不要
 よつばサロン 
と　き　４月５日（金）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　老人福祉関センター
問 合先　華

か お す

旺寿在宅介護支援セン
ター（☎96－3131）

 元気丸カフェ 
と　き　４月16日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階
問 合先　長寿健康課高齢者支援グ
ループ（☎84－3312）

 ほっとスペース 
と　き　４月18日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　亀山老人保健施設
問合先　亀山在宅介護支援センター
　　　　（☎83－5920）
 かめカフェ 
と　き　４月28日（日）
　　　　午前10時30分～11時30分
ところ　亀

きじゅ え ん

寿苑デイアップセンター
問 合先　亀寿苑在宅介護支援セン
ター（☎84－1212）

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

 児童扶養手当 
　ひとり親家庭等の保護者に児童
扶養手当を支給します。
支 給対象者　配偶者の死亡もしく
は障がい、または離婚などで、子
ども（18歳になってから最初の
３月31日まで、または一定の障
がいのある人は満20歳未満）を
養育している人

支給額（月額）

▽子ども１人の場合
　全部支給42,910円
　一部支給42,900円～10,120円

▽子ども２人目の加算額
　10,140円～5,070円

▽子ども３人目以降の加算額
　6,080円～3,040円
※�養育する子どもの人数や支給対
象者の所得などで受給額が決ま
ります。
※�前年の所得などが一定額以上あ
る場合は、手当は支給されません。

 高等学校通学費援護金 
　児童扶養手当支給世帯の人で子
どもが高等学校などに通学する場
合に、１カ月の通学定期券の２分
の１の額（上限月額3,000円）を支
給します。
持 ち物　通学定期券、学生証の写
し、印鑑、保護者名義の預金通帳
※�支給は申請のあった月から対象
になります。
※申請は毎年度必要です。
 ひとり親家庭等日常生活支援事業 
　ひとり親家庭であり生活保護世
帯、市民税非課税世帯または児童
扶養手当支給世帯の人で、技能取
得のための通学、疾病、看護、事故、
冠婚葬祭、出張等の理由で日常生
活に大きな支障が生じている場合
に、家庭生活支援員を派遣するな
どして、一時的に生活援助や子育
て支援を行います。
※事前に申請が必要です。
※�利用料金は世帯収入に応じて異
なります。
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新生児聴覚スクリーニング検査の
一部助成を行います

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　赤ちゃんの出生後に初めて行う
新生児聴覚スクリーニング検査
（聴覚に問題がないかを検査）の費
用を一部助成します。
対象検査　次のいずれかの検査

▽自動聴性脳幹反応検査（AABR）

▽聴性脳幹反応検査（ABR）

▽耳音響放射検査（OAE）
※保険診療で検査した場合は対象外
対象者　市内に住所を有する児
助成額　3,000円上限
※�申請方法など詳しくは、長寿健
康課健康づくりグループへお問
い合わせください。

家族介護慰労金を支給します
長寿健康課高齢者支援グループ

（あいあい　☎84－3312）
　在宅での介護の負担が大きい家
族へ、慰労金（10万円）を支給します。
対 象者　次のすべてに該当する高
齢者と同一の世帯に属し介護を
していて、申請の前年度が市民税
非課税世帯の人

▽市内に住所を有する人

▽ �65歳以上の人（対象期間に65歳
になった人を含む）

▽要介護４または５であった人

▽ �介護保険のサービス（１週間程
度の短期入所生活介護などは除
く）を受けなかった人

▽ �疾病または負傷により医療機関
に入院（１週間程度の入院は除
く）しなかった人

申 請期間　４月１日（月）～2020年
３月31日（火）

申 請方法　長寿健康課高齢者支援
グループにある申請書に必要事
項を記入の上、申請してください。
※�申請書は、市ホームページ（高齢
者支援グループのページ）から
もダウンロードできます。

産婦健康診査の一部助成を行います
長寿健康課健康づくりグループ

（あいあい　☎84－3316）
　出産後間もない時期のお母さんの
体と心の健康状態を確認する産婦
健康診査の費用を一部助成します。
対 象健康診査　おおむね産後２週
間と産後１カ月に受けた産婦に
対する健康診査
※�市が指定した健診内容をすべて
実施した場合に限る

対 象者　市内に住所を有し、おお
むね産後２週間または産後１カ
月の産婦

実施回数　出産１回につき２回まで
実施場所　実施医療機関
※�市が指定した健診内容を実施し
ていない場合は対象外

助成額　１回5,000円上限
申請期限　2020年３月31日（火）
※�申請方法（受診場所で異なるた
め）など詳しくは、長寿健康課健
康づくりグループへお問い合わ
せください。
※�亀山市と鈴鹿市の医療機関、三
重県内助産所で受診する場合は、
申請手続きは不要です。

　亀山市では、幸いそれ以来このような規模の地震
は発生していません。大きな地震が発生しないのは
良いことなのですが、人々の危機意識は薄れていき
ます。地震は繰り返し発生し、亀山市ではこの地震の
前にも、1944年の東南海地震で震度５を観測してい
ます。
　今後、発生が危惧される南海トラフ地震などの大
規模地震災害に備え、あらためて地震について考え
てみませんか？

　平成19年４月15日（日） 午後０時19分。
　三重県中部を震源に地震が発生し、亀山市では最
大震度５強を観測。下から突き上げるような大きな
縦揺れのあと、数十秒にわたり横揺れが続きました。
　この地震を経験した人は、「今まで経験したことの
ない揺れで怖かった」と話します。皆さんがお住まい
の家では、基礎の崩れ、天井の崩落、壁のひび割れな
ど、被害は100件以上も発生しました。また、「食器棚
やタンスが倒れ、部屋の中がぐちゃぐちゃになった」
と話す人もいました。
　ほかにも、亀山城跡の石垣の崩落、道路の亀裂や陥
没、がけ崩れ、水道管の損傷などの被害がありまし
た。さらには、鈴鹿川の堤防には最大で深さ70cm、
長さ300m、幅４cmの亀裂が入り、もし集中豪雨が
あれば堤防が決壊するおそれもありました。

（防災安全課防災安全グループ　☎84－5035）

地震で崩落した亀山城跡の石垣の様子

備えて安心！ 防災コラム
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

厚生労働省 特別障害者手当 厚生労働省 障害児福祉手当

世界自閉症啓発デー

地域福祉課障がい者支援グループ（あいあい　☎84－3313）

特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当 障害児福祉手当

対象者
　精神または身体に著しく重度の障がいが重複す
るなど、日常生活で常時特別の介護を必要とする
在宅の20歳以上の人

　精神または身体に重度の障がいがあるなど、日
常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未
満の人

障がい程度の
認定基準（概要）

◦両眼の視力の和が0.04以下
◦両耳の聴力レベルが100デシベル以上
◦両上肢の機能に著しい障がい
◦ 両上肢のすべての指を欠く、すべての指の機能

に著しい障がい
◦ 両下肢の機能に著しい障がい、両下肢を足関節

以上で欠く
◦体幹の機能に座っていることができない程度の障がい
◦精神の障害で、前各号と同程度以上と認められる程度

◦両眼の視力の和が0.02以下
◦両耳が補聴器を用いても音声を識別できない程度
◦両上肢の機能に著しい障がい
◦両上肢のすべての指を欠く
◦両下肢の用をまったく廃している
◦両大腿を２分の１以上失った
◦体幹の機能に座っていることができない程度の障がい
◦ 精神の障害で、前各号と同程度以上と認められ

る程度
※認定基準について詳しくは、地域福祉課障がい者支援グループへお問い合わせください。

支給額 27,200円（手当月額） 14,790円（手当月額）
※受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である場合は、手当は支給されません。

支給月 2月、5月、8月、11月（各月10日）

その他 　申請には医師の記載した診断書が必要です。診断書は障がいのある部位によって異なるので、医療
機関受診前に障がい者支援グループへお問い合わせください。

４月２日～８日は｢発達障害啓発週間」です
～４月２日は国連の定めた「世界自閉症啓発デー」です～
　国では、世界自閉症啓発デー・日本実行委員会が組織され、自閉症をはじめとした
発達障がいについて知ってもらうことを目的に、主要な建物等のブルーライトアップ
など、広く啓発活動を行っています。この機会に、発達障がいへの理解を深め、障がい
の有無に関わらず、誰もが幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指しましょう。

　この週間にあわせて市立図書館では、発達障がいについて広く知ってもらう
ことを目的に、発達障がいをテーマにした書籍を並べます。市立図書館を訪れた
際は、ぜひ一度手に取り、理解を深める機会としてご覧ください。
と　き　４月14日（日）まで
ところ　市立図書館内のカウンターコーナー

※特別障害者手当・障害児福祉手当について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

ご存じですか？
福祉関係の手当

【発達障がいの主な特徴】

▽  自閉スペクトラム症（コミュニケーションの苦手さ、
こだわりが強いなど）

▽  注意欠如多動症（落ち着かない［多動性］、集中でき
ない［不注意］、感情を抑えられない［衝動性］など）

または

【発達障がいについて】
　脳機能の発達に関係する生まれつきの障がいと考
えられ、その症状は年齢や発達状態などで異なるた
め、対応方法も個々に異なります。また、外見では分か
りにくく、周囲の理解やサポートが大切です。

昨年の実施時の様子
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登録手数料

▽新規登録…１件につき6,300円

▽ �登録証再交付…１件につき3,500円
持 ち物　銃砲刀剣類（警察署に発
見届出済みのもの）、銃砲刀剣類
発見届出済証（警察署で受け取っ
たもの）、登録手数料、運転免許証
などの本人確認ができるもの
※�登録審査について詳しくは、県
教育委員会社会教育・文化財保
護課へお問い合わせください。

4
よ い 歯

18デー特別企画
からだと歯のこと何でも電話相談

三重県保険医協会
（☎059－225－1071）

　日頃から気になっている体と
歯に関する不安や悩みについて、
医師・歯科医師が電話でお答えし
ます。この機会に、ぜひご相談く
ださい。
と　き　４月14日（日）
　　　　午前10時～午後３時
相談受付電話番号（当日のみ）

▽☎059－225－1071

▽☎059－225－8747
相談料　無料
※通話料は必要です。

各種検診・教室
大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　水が苦手な人や泳げない人でも
気軽に参加できる初心者向けの
水泳教室です。水慣れからクロー
ルの習得まで、ゆっくり楽しくス
テップアップしていきます。

農業振興のための
補助金をご活用ください

産業振興課農業グループ
（☎84－5082）

　市では、意欲ある農業者を次の
事業により支援します。
 耕作放棄地解消事業補助金 
　市内の耕作放棄地を耕作可能な
農地に解消する場合、その費用の
２分の１に相当する額（10a当たり
上限10万円）を補助します。
対 象農地　耕作放棄地で、６年以
上の利用権設定を行ったものま
たは農地法第３条第１項の許可
をされたもの
※�同一世帯間や親子間などによる
もの、または同一の当事者間で
繰り返し行われたものは除く

 地域特産品発掘等事業補助金 
　将来、「亀山市ブランド」として
販売することを目的に、農作物の
発掘、育成、生産販売に要する費用
（上限100万円）を補助します。
対 象者　市内に住所を有する農産
物生産者、または市内に住所を
有する農産物生産者を主な構成
員とする団体

共通事項
補助金申請期限　５月31日（金）
申請書提出先　
　産業振興課農業グループ
※�補助金の交付は予算の範囲内と
します。
※�対象要件、申請方法など詳しく
は、農業グループへお問い合わ
せください。

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会社会教育・文化財保護課

（☎059－224－2999）
と 　き　５月14日（火）、７月９日
（火）、９月24日（火）、12月３日
（火）、2020年２月18日（火）

ところ　県津庁舎
　　　　（津市桜橋3－446－34）
受付時間　午前10時～11時30分
　　　　　午後１時～２時

と 　き　４月16日～5月21日の毎
週火曜日　午前10時～11時（４
月30日は除く全５回）

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参 加費　3,000円（スポーツ保険料
800円が別途必要）

持 ち物　水着、タオル、キャップ、
ゴーグル

申込開始日　４月４日（木）
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。

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　４月の毎週木曜日（４月
４日、11日、18日、25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。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

心と体をリフレッシュ！
ヨガ教室

亀山市レクリエーション協会
（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
と　き

▽ �前期…５月９日～７月４日の毎
週木曜日（全９回）

▽ �後期…９月12日～11月７日の毎
週木曜日（全９回）
※いずれも午後７時30分～９時

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。
※�各開催日に会場でも参加受付を
します。

ところ　亀山東小学校体育館
対象者　17歳以上の人
参加費　無料
※�入会費とスポーツ保険料が別途
必要です。詳しくは、お問い合わ
せください。

持 ち物など　ヨガマットまたはバ
スタオル、飲み物、タオル、動き
やすい服装

申込期限　５月５日（祝）

図書館だより（４月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『おとぎカンパニー』
田丸雅智／著
光文社（2018年12月刊）
　誰もが知っているグリムやアンデ
ルセンなどの海外童話を現代風にア
レンジした14編のショートショー
トを収録。落とした単位をくれる女
神様に出会ってみませんか？

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

『働く大人のための「学び」の教科書』
中原 淳／著
かんき出版（2018年１月刊）
　学生を終えると、誰も「学び方」を
教えてくれない。社会人が働きなが
らどのように「学んでいくか」につい
て、３つの原理原則と７つの行動を
具体的に分かりやすく説く。

～新着だより～
●この道／古井由吉
●千里の向こう／箕

み の わ

輪 諒
りょう

●わるもん／須賀ケイ
●東京の子／藤井太

た い よ う

洋
●ジャンヌ／河合莞

か ん じ

爾
●ゆげゆげ～／さいとうしのぶ
●ちゃのまのおざぶとん／かねこまき
●魔法使いマーリンの犬
　／エリック・カーン・ゲイル
●トカゲのともだち／あさおよう
●とべ！小てんぐ！／南 史子
●戦国の城の絵事典
●図説 十字軍／櫻井康人
●キャッシュレス覇権戦争
　／岩田昭男
●考えないお弁当／前田量子
●若冲伝／佐藤康宏

ほか 547 冊

おはなし会
　４月６日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
　４月10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
　４月６日（土） 午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会
　４月17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
　４月24日（水） 午後３時～　関文化交流センター（和室）
お子さんが泣いても大丈夫！「赤ちゃんタイム」
　４月25日（木） 午前10時～　市立図書館（児童室）
テレホン童話（☎83－0874）［３分間の創作童話］
　４月１日～15日　ヤマトタケルノミコト（久野陽子）
　４月16日～30日　なかよくしようね（服田弘子）
休館日　市立図書館…２日（火）、９日（火）、16日（火）、23日（火）、26日（金）
　　　　関図書室…１日（月）、８日（月）、15日（月）、22日（月）、26日（金）

　市内に在住する人や、市内の学校や事
業所に在学・在勤する人であれば、年齢を
問わず図書貸出券を作り、本を借りてい
ただくことができます。
　図書貸出券を作成する際は、住所（市内
に在学・在勤する人は在学校・勤務先）が
記載された身分証明書をお持ちください。
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※面接日時は後日連絡します。
応 募方法　文化スポーツ課まちな
み文化財グループ（〒519－1192
関町木崎919－1）へ履歴書を持
参または郵送してください。

ヒューマンフェスタ in 亀山
実行委員を募集します

文化スポーツ課
文化共生グループ（☎96－1223）
　人権に関する活動を行っている
市民や市などで構成する実行委員
会では、広く人権啓発を行うため、
「ヒューマンフェスタ�in�亀山」を
毎年開催しています。
　一人ひとりの人権が尊重される
亀山市をつくるために、イベント
を企画したい人、人権に関心があ
る人など、ぜひ一緒に活動してみ
ませんか？
活動期間　５月下旬～2020年３月31日
内 　容　12月に開催する人権啓発
に関するイベント等の企画、運
営補助など

申込期限　４月22日（月）
申 込方法　文化スポーツ課文化共
生グループへ電話、Ｅメール（
bunkakyosei@city.kameyama.
mie.jp）または直接お申し込みく
ださい。

募　集
文化財公開施設

（関の山車会館［今年７月開館予定］）
施設管理人の募集

文化スポーツ課
まちなみ文化財グループ（☎96－1218）
募 集人数　４人（週５日程度２人、
週２日程度２人）

業 務内容　施設管理（受付、施設案
内、清掃など）

任用期間

▽ �週５日程度…2019年６月１日～
2020年３月31日

▽ �週２日程度…2019年６月１日～
2020年３月30日

勤 務時間　午前８時30分～午後５
時15分（７時間45分）

勤務日数

▽週５日程度…年間220日以内

▽週２日程度…年間55日以内
※土・日曜日、祝日の勤務を含む
休　日　勤務シフトによる
勤務場所　関の山車会館
　　　　　（関町中町531）
賃　金　時間給850円
通勤手当　通勤距離区分に応じて支給
社会保険など　労災保険など
募集期限　４月15日（月）必着
選考方法　書類選考、面接

国税専門官の募集
（大学卒業程度）

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

▽ �平成元（1989）年４月２日～平成
10（1998）年４月１日生まれの人

▽ �平成10（1998）年４月２日以降生
まれで、次に掲げる人
①�大学を卒業した人および2020年
３月までに卒業見込みの人
②�人事院が上記①に掲げる人と同
等の資格があると認める人

試験日程

▽第１次試験…６月９日（日）

▽ �第２次試験…７月11日（木）～19
日（金）のうち、いずれか指定す
る日

申込期間
　４月10日（水）まで（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。
　URLhttp://www.jinji-shiken.go.jp/
　juken.html
※�インターネット申込ができない
環境にある場合は、名古屋国税
局人事第二課試験係へ電話連絡
してください。

市立医療センターだより  　市立医療センター（☎83－0990）

医療ソーシャルワーカー（医療相談員）をご存じですか？
　突然の入院や病気の告知は、
私たちの生活にとって大きな出
来事です。
　そんなときなど、医療ソー
シャルワーカーは、病院に入院・
通院している患者さん、または
その家族が抱えるさまざまな不
安や問題について、無料で相談
にお応えしています。
　「突然の入院で医療費、生活費
が心配」、「退院後の療養先を探

したい」、「介護が必要な状態に
なってしまった。どのように生
活したらよいか？」など、お気軽
にご相談ください。
　相談内容などのプライバシー
は厳守し、解決方法を一緒に考
えていきます。
　医療ソーシャルワーカーに相
談を希望する場合は、市立医療セ
ンター総合受付、外来、病棟など
のスタッフにお声掛けください。
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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（４月） 歴史博物館（☎83－3000）

＜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
※土・日曜日は小・中学生は無料
※第３日曜日（家庭の日）、13日（土）（県民の日）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（30日は休日の

ため開館）、15日（月）～19日（金）
（展示入れ替えのため）

【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　４月28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

【体験してみよう！ガリ版刷り】
　原紙の作成から印刷まで、謄

とうしゃ

写印刷を体験してみよう！
※インクを扱うので、汚れてもよい服装でお越しください。
と　き　５月５日（祝）　①午前９時～10時20分
　　　　                  　②午前10時30分～11時50分
　　　　　　　　　　　③午後１時30分～２時50分
　　　　　　　　　　　④午後３時～４時20分
ところ　歴史博物館講義室
定　員　各回２組［１組５人まで］（先着順）
申込方法　４月６日（土）以降に、歴史博物館へ
　　　　　電話または直接お申し込みください。

＜企画展示室＞
第32回企画展「彫った 彫った 出来た！」
と　き　４月20日（土）～６月９日（日）
内 　容　私たちの身近にあふれている印刷物。

こうした印刷物は、どのように作られたので
しょうか？版木に彫られた文字を刷ること
から活字による印刷まで、亀山に残された印
刷技術の足跡に迫ります。

企画展示観覧料　無料

ところ　歴史博物館講義室　　　　　　　　　　　時　間　午後１時30分～３時
定　員　36人（1古文書解読基礎講座は30人） 　   受講料　無料
申込方法　４月１日（月）～30日（休日）に歴史博物館へ電話または直接お申し込みください。

共通
事項

1 古文書解読基礎講座
と　き　５月～12月の毎月第２日曜日（全８回）
内 　容　亀山市に関係する江戸時代の古文書を、

一文字ずつ、くずし字解読辞典を引きながら読
み解きます。

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

3 村・町の古文書を読む
と　き　５月～12月の毎月第４土曜日（全８回）
内 　容　市域に残る近世・近代の村や町に関する

古文書を中心に読み進めます。平成31年度の最
初のテキストは、村人が村役人へ問い合わせた
ことへの回答を記した明治２年の古文書です。

対 象者　古文書の基礎を学ばれた人（前年度まで
に古文書解読基礎講座を受講した人）

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

2 読む・聞く・読み解く、加藤秀繁日記
と　き　５月～12月の毎月第４日曜日（全８回）
内 　容　江戸時代に亀山城主だった石川家の家

臣、加藤秀繁の日記を読み解きます。輪読に参加
するのが難しい人でも気軽に参加できます！

持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）

4 一緒に読もう古代史料教室
と　き　５月～12月の毎月第２土曜日（全８回）
内 　容　皆さんで漢和辞典を引いて、漢字や語句

の意味を調べて漢文史料を読み進めます。『日本
書紀』に書かれたヤマトタケルの記事をとりあ
げます。

持ち物　漢和辞典
　（自宅にあるものをご持参ください）

講
座
受
講
生
を
募
集
！
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点訳奉仕者初級養成講習会
受講者の募集

三重県聴覚障害者支援センター
（☎059－213－7300）

　点訳技術を習得し、点訳奉仕員
として点字図書の製作等に携わっ
ていただくことで点字図書の増加
を図るなど、視覚障がい者福祉の
増進を目的に開催します。
開催日時

▽第１回・第２回…５月18日（土）
①午前10時～正午
②午後１時～３時

▽第３回・第４回…５月25日（土）
③午前10時～正午
④午後１時～３時

▽第５回・第６回…６月１日（土）
⑤午前10時～正午
⑥午後１時～３時
開催場所
　三重県視覚障害者支援センター
　（津市桜橋二丁目131）
対象者　次のすべてに該当する人

▽ �視覚障がい者の福祉に理解と熱
意のある人

▽県内に在住する18歳以上の人

▽ �上記の３日間６回の講習会に参
加できる人

▽ �2019年６月～10月の土曜日に開
催する10日間の点訳奉仕者中級
養成講習会に参加できる人

受 講料　テキスト代1,400円と点
字器代1,850円が必要

申込期限　４月23日（火）
※�申込方法など詳しくは、三重県
聴覚障害者支援センターへお問
い合わせください。

予備講習会（亀山市防火協会主催）
と　き　５月18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　４月16日（火）～５月10
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
（前期）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　４月４日（木）～15日（月）
　　　　　（当日消印有効）
※�電子申請の場合は、４月１日（月）
　午前９時～12日（金）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31年交通事故発生状況
（２月末時点・亀山署管内）

25件（＋13） 3人（＋3） 28人（＋14） 214件（－20）

亀山警察署（☎82－0110）

すべ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を！
　昨年中の県内での自動車乗車中死者35人のうち、19人（54.3%）が
シートベルト非着用で、うち12人がシートベルトを着用していれば助かっ
たと推定されます。高速道路でも一般道路でも、車に乗ったらすべての
人がシートベルトやチャイルドシートを着用しましょう。
●背もたれを倒さず深く腰掛ける。
●腰ベルトは骨盤を巻くようにしっかりと締める。
●３点式ベルトは、肩ベルトが首にかからないようにして、
　「たるみ」や「ねじれ」がないように締める。
●バックルの金具は、「カチャッ」と確実に差し込む。

正
し
い
着
用
方
法

６月８日（土） ６月９日（日） ６月16日（日）
(一社)北勢自動車協会
（四日市市）

乙種４類
丙種 乙種４類 乙種４類

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）

乙種全類
甲種、丙種

三重県勤労者福祉会館
（津市） 乙種４類

試験日
試験会場

28 広報かめやま　平成31年4月1日号



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

※�教室開催後は、６月９日（日）に
素焼き、６月11日（火）に窯出し・
釉薬かけ、７月14日（日）に本焼き、
７月16日（火）に窯出し・引き渡し

申込先　亀山陶芸Cサークル
　（田所　☎090－4211－7829）

NPO着付け三重 受講者募集
着付け
とき・ところ

▽ �４月～６月の第１・３月曜日と
第２・４水曜日…市民協働セン
ター「みらい」

▽４月～６月の第１・３土曜日…
　関文化交流センター
※いずれも午前10時～正午
参 加費　１回500円（３カ月分をま
とめてお支払いください）

 やさしい組みひもと手織り 
と　き　第２・４水曜日
　　　　午後１時～３時
ところ　市民協働センター「みらい」
参加費　１回1,000円
申込先　NPO着付け三重
　（草川　☎090－7046－2329）

亀山西小学校区
児童クラブおひさま・おつきさま
学童指導員と補助員の募集
　子どもと一緒に遊んだり、様子
を見守ったりなどの小学生の保育
や、電話対応・行事の企画等の庶務
などが主な仕事です。経験がない
人の応募も大歓迎です。
応 募資格　子どもが好きな65歳ま
での人（高卒以上）

勤務日　月～土曜日で週２日から
勤 務時間　午後１時～６時30分
（残業有り）の間で応相談
※�土曜日、小学校の長期休業期間
中は、午前７時30分からの出勤
の場合あり

賃　金　時間給850円以上
社 会保険など　労災保険、傷害保険
※勤務条件により雇用保険あり
選考方法　面接

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　４月18日（木）
　　　　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
　ガイドお助け私家版語彙集その７
　（語り部　寺山�昭さん）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山宿語り部の会
　　　　（浅田　☎82－5638）

亀山ポイントカード「Kカード」
ピンク色のカードの

使用期限は４月30日（休日）
　市内の加盟店で使える亀山ポイ
ントカード「Kカード」の色が、ピ
ンクからオレンジへ色替えします。
 色替えのスケジュール 

▽４月30日（休日）
　ピンク色のカードの使用期限

▽５月１日（祝）以降
　オレンジ色のカードのみ使用可
※�「Kカード」の色替えに伴う特典
など詳しくは、お問い合わせく
ださい。

問合先　亀山ポイントカード会
　（亀山商工会議所内　☎82－1331）

陶芸体験教室 参加者募集
　陶芸に挑戦してみませんか？初
めての人も、ご参加いただけます。
と　き　５月11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　４月20日（土）

※面接時に職場を見学すること可
申込先
　児童クラブおひさま・おつきさま
　（☎82－2015［午後１時～６時30分］）

ホストファミリーの募集
　IATSS（イアッツ）フォーラムは、
東南アジアの将来を担う若者の人
材育成を行う研修機関です。研修
期間中、研修生（会話は英語）を受
け入れ、日本の生活を体験させて
いただけるご家庭を募集します。
と　き　６月８日（土）～９日（日）
　　　　（１泊２日）
募集数　20家族
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　４月26日（金）
※�申込方法など詳しくは、ホーム
ページでご確認ください。

URLhttp://www.iatssforum.jp/
申込先　（公財）国際交通安全学会
　�IATSSフォーラム（松井　☎059－
370－0511）

４月５日（金）～11日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「市内の風景」
４月12日（金）～18日（木）

●ウイークリーかめやま
●となりまち“い・こ・か”（甲賀市）
　「水口曳山まつり」
●エンドコーナー
　「市内の風景」

※ 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。
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