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　赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力（免疫）をもらって生まれてきます。生後
３カ月を過ぎる頃から少しずつその抵抗力が失われていきます。
　感染症の中には、かかると重症化したり、後遺症が残ったり、ときには命にかかわる病気
もあります。予防接種の目的は、病気にかかるのを防ぎ、かかったとしても症状が軽く
済むようにすることです。接種時期になったら、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

すべての予防接種が医療機関での個別接種です。
接種前に必ず医療機関に予約をしてください。

お子さんの健康状態を把握してもらっているかかりつけ医で予防接種を受けましょう。

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
Hib（ヒブ）

■乳幼児期に受けるもの

１回～４回 生後2カ月～5歳未満
小児用肺炎球菌 １回～４回 生後2カ月～5歳未満
B型肝炎 ３回 １歳未満
BCG １回 １歳未満
水痘（みずぼうそう） ２回 １歳～３歳未満

ジフテリア・百日せき・
破傷風・不活化ポリオ

１期初回

１期追加

３回

１回
生後3カ月～
7歳6カ月未満

麻しん・風しん

４種混合

MR
１期

２期

２期
２期

１回

１回

１歳～２歳未満
平成26年４月２日～
平成27年４月１日生まれ

日本脳炎
１期初回
１期追加

２回
１回

３歳～７歳６カ月未満

［接種期間］
令和2年４月１日～令和3年３月31日

満１歳になったら早めに接種しましょう

接種開始時期によって接種回数が
異なります

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
DT

■学童期以降に受けるもの

日本脳炎の予防接種が完了していない人へ

１回 11歳～13歳未満
日本脳炎 １回 ９歳～13歳未満

子宮頸がん予防 ３回
小学６年生～

高校1年生相当の
年齢の女子

予診票は11歳になる前月に送付します
予診票は９歳になる前月に送付します
令和２年４月１日時点、積極的な接種勧奨
を差し控えています（厚生労働省）
接種を希望する場合は、予診票を渡します
ので、母子健康手帳を持参して長寿健康課
健康づくりグループへお越しください

　日本脳炎の予防接種は７歳６カ月までに３回、９歳以降に１回の合計４回接種する必要があります。
　平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれで、20歳未満の人の中には、予防接種を受ける機会を逃している場合
があります。母子健康手帳などで接種回数を確認していただき、合計４回の予防接種が終了していない場合は、長寿
健康課健康づくりグループへご連絡ください。

亀山市は健康都市連合
日本支部に加盟しています。

◎市内実施医療機関（50音順） △…２期のみを助成対象

医療機関名 所在地 電話番号 ヒブ・小児用
肺炎球菌

B型
肝炎

４種
混合 MR 日本脳炎 DT 成人用

肺炎球菌
子宮頸がん
予防BCG 水痘

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

アイリス町 84－3536 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○

ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○

○

○ ○
服部クリニック 亀田町 83－2121 ○ ○
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○○○ ○○
なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 ○
豊田クリニック 南野町 82－1431 ○
谷口内科 みどり町 82－8710 ○○ ○○
田中病院 西丸町 82－1335 ○
田中内科医院 天神二丁目 82－0755 ○ ○
高橋内科クリニック 栄町 84－3377 ○
せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
さかえ整形外科 栄町 97－3335 ○
川口整形外科 野村四丁目 82－8721 ○

○
○

亀山回生病院 東御幸町 84－0300 ○
亀山市立医療センター 亀田町 83－0990 ○

亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○
かつき内科 東町一丁目 84－5858 ○
落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○
伊東医院 野村三丁目 82－0405 ○
あのだクリニック 阿野田町 83－1181 △

△

○△ ○○

成人用肺炎球菌 （対象者には個人通知します）
対象者 ①令和２年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人

②60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機能に障害があり、身体障害者手帳１級所持者
※過去に成人用肺炎球菌ワクチンを接種されたことのある場合は、定期接種の対象になりません。

対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）
接種料金　無料（対象者のみ）
実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※事情により県外で接種する場合は、助成制度がありますので、事前に長寿健康課健康づくりグループへ　
　ご連絡ください。
持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証
※外国人は在留カードまたは特別永住者証明書
その他
●出生届出の時にお渡しした「赤ちゃんすくすく」に予防接種の予診票セットが入っています。
●予診票の再発行を受けたい場合、または転入などで予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳を持参して
　健康づくりグループへお越しください。
●長期にわたる重篤な疾患などで、定期接種の対象期間内に接種ができなかった場合でも、定期接種として対
　応できる場合があります。接種前にお問い合わせください。
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3

特集 1

広報かめやま　令和２年４月１日号



問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

どうやって感染するの？

　新型コロナウイルス感染症が世界規模で広がり、県内でも感染者が複数報告されています。感染拡大を
防ぐために、手洗いや咳エチケットの徹底などの対策を行いましょう。

せき

感染予防のためにできることは？

　外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前など、こまめに石けんで手洗いをしましょう。洗っていな
い手で口や鼻、目などを触らないようにしてください。アルコール手指消毒剤の使用も効果的です。

こまめな
手洗い

新型コロナウイルス
だけでなく

風邪、インフルエンザ
そのほかの感染症
予防にも効果的！

洗い残しの多いところ
やや洗い残しの多いところ

出典：政府インターネットTV（https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7362.html）

親指の付け根・指先・手首の
洗い残しに注意！

感染拡大を
防ぐためにできる対策を！

　人に感染するコロナウイルスは７種類
あり、うち４種類は一般の風邪の原因とな
るもので、感染しても軽症ですむことが
多く、２種類は重い肺炎になって重症化し
やすいといわれています。
　昨年12月以降、中国で感染が広がった
ウイルスが７種類目の「新型」と呼ばれて
います。

か　ぜ

　現時点では、感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫による「飛沫感染」と、ウイルスに
触れた手で口や鼻を触ることによる「接触感染」による感染が考えられます。
　空気感染は起きていないと考えられていますが、閉鎖された空間や近距離で多くの人
と会話するときなどには注意が必要です。

ひ  まつ

新型コロナウイルスは、
●発熱、のどの痛み、咳が長引く（１週間前

後）症状が多く、強いだるさ（倦怠感）を訴
える人が多い

●感染しても軽症で、治る例も多いが、季節性イ
ンフルエンザと比べて重症化するリスクが高い

●高齢者や基礎疾患のある人は、重症化し
やすい　　　　　 という特徴があります。

けんたい

コロナウイルスとは？ 新型コロナウイルス感染症の特徴は？

正しい手の洗い方
●手を濡らして石けんをつけ、手の甲や指の間、
●爪の中もよく洗う
●20秒ほどこすり洗いする
●流水でよく洗い流し、きれいなタオルなどで
　拭く

風邪のような症状があって心配…

健康管理

咳エチケット 　くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかも
しれません。咳エチケット、正しいマスクの着用を心掛けましょう。

何もせずに咳や
くしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を
覆う

正しいマスクの着用

口と鼻の両
方を確実に
覆う

ゴムひもを
耳にかける

隙間がない
よう鼻まで
覆う

風通しの悪い空間に
集団で集まらない・
換気をする

　換気が悪く、人が密に集まり、不特定多数の人が接触するおそれが高い
場所などで、集団感染が確認されています。また、一部の地域では、小規模
な患者の集団（クラスター）が発生しています。
　人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けましょう。
また、風通しの悪い空間や屋内でお互いの距離が十分に確保できない状
態で過ごす場合などは、定期的に換気をしましょう。

一人ひとりが
感染予防に
取り組みま
しょう！

強いだるさ（倦怠感）や
息苦しさ（呼吸困難）がある

相 談

37.5度以上の発熱など、風邪の症状がある
●学校や会社を休むなど、外出を控えましょう
●毎日、体温を測定して記録しましょう

※症状がこの基準に満たない場合は、かかりつけ医や近隣の医療機関にご相談ください。

４日続いたら
相 談

高齢者、妊婦、糖尿病や
心不全などの持病がある人は、
２日続いたら相談

◆帰国者・接触者相談センター （土・日曜日、祝日も対応）

三重県鈴鹿保健所　☎059－382－8672

三重県救急医療情報センター　☎059－229－1199 受付時間 午後９時 ～ 翌朝９時

受付時間 午前９時 ～ 午後９時

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 ◎市ホームページで
　関連情報を
　掲載しています。
　最新情報を
　ご確認ください。

●三重県医療保健部薬務感染症対策課　☎059－224－2339
●厚生労働省相談窓口　　  0120－565－653 （フリーダイヤル）

　普段から、十分な睡眠とバランス
の良い食事を心掛け、免疫力を高め
ておきましょう。

心配な症状が出たときの対応、一般的なお問い合わせについては、こちらへ
ご相談ください（受付時間：午前９時～午後９時　土・日曜日、祝日も対応）。

の場合には、「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談してください

4 広報かめやま　令和２年４月１日号



問合先 長寿健康課健康づくりグループ（あいあい　☎84－3316）

どうやって感染するの？

　新型コロナウイルス感染症が世界規模で広がり、県内でも感染者が複数報告されています。感染拡大を
防ぐために、手洗いや咳エチケットの徹底などの対策を行いましょう。

せき

感染予防のためにできることは？

　外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前など、こまめに石けんで手洗いをしましょう。洗っていな
い手で口や鼻、目などを触らないようにしてください。アルコール手指消毒剤の使用も効果的です。

こまめな
手洗い

新型コロナウイルス
だけでなく

風邪、インフルエンザ
そのほかの感染症
予防にも効果的！

洗い残しの多いところ
やや洗い残しの多いところ

出典：政府インターネットTV（https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7362.html）

親指の付け根・指先・手首の
洗い残しに注意！

感染拡大を
防ぐためにできる対策を！

　人に感染するコロナウイルスは７種類
あり、うち４種類は一般の風邪の原因とな
るもので、感染しても軽症ですむことが
多く、２種類は重い肺炎になって重症化し
やすいといわれています。
　昨年12月以降、中国で感染が広がった
ウイルスが７種類目の「新型」と呼ばれて
います。

か　ぜ

　現時点では、感染者のくしゃみや咳、つばなどの飛沫による「飛沫感染」と、ウイルスに
触れた手で口や鼻を触ることによる「接触感染」による感染が考えられます。
　空気感染は起きていないと考えられていますが、閉鎖された空間や近距離で多くの人
と会話するときなどには注意が必要です。

ひ  まつ

新型コロナウイルスは、
●発熱、のどの痛み、咳が長引く（１週間前

後）症状が多く、強いだるさ（倦怠感）を訴
える人が多い

●感染しても軽症で、治る例も多いが、季節性イ
ンフルエンザと比べて重症化するリスクが高い

●高齢者や基礎疾患のある人は、重症化し
やすい　　　　　 という特徴があります。

けんたい

コロナウイルスとは？ 新型コロナウイルス感染症の特徴は？

正しい手の洗い方
●手を濡らして石けんをつけ、手の甲や指の間、
●爪の中もよく洗う
●20秒ほどこすり洗いする
●流水でよく洗い流し、きれいなタオルなどで
　拭く

風邪のような症状があって心配…

健康管理

咳エチケット 　くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかも
しれません。咳エチケット、正しいマスクの着用を心掛けましょう。

何もせずに咳や
くしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を
覆う

正しいマスクの着用

口と鼻の両
方を確実に
覆う

ゴムひもを
耳にかける

隙間がない
よう鼻まで
覆う

風通しの悪い空間に
集団で集まらない・
換気をする

　換気が悪く、人が密に集まり、不特定多数の人が接触するおそれが高い
場所などで、集団感染が確認されています。また、一部の地域では、小規模
な患者の集団（クラスター）が発生しています。
　人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けましょう。
また、風通しの悪い空間や屋内でお互いの距離が十分に確保できない状
態で過ごす場合などは、定期的に換気をしましょう。

一人ひとりが
感染予防に
取り組みま
しょう！

強いだるさ（倦怠感）や
息苦しさ（呼吸困難）がある

相 談

37.5度以上の発熱など、風邪の症状がある
●学校や会社を休むなど、外出を控えましょう
●毎日、体温を測定して記録しましょう

※症状がこの基準に満たない場合は、かかりつけ医や近隣の医療機関にご相談ください。

４日続いたら
相 談

高齢者、妊婦、糖尿病や
心不全などの持病がある人は、
２日続いたら相談

◆帰国者・接触者相談センター （土・日曜日、祝日も対応）

三重県鈴鹿保健所　☎059－382－8672

三重県救急医療情報センター　☎059－229－1199 受付時間 午後９時 ～ 翌朝９時

受付時間 午前９時 ～ 午後９時

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 ◎市ホームページで
　関連情報を
　掲載しています。
　最新情報を
　ご確認ください。

●三重県医療保健部薬務感染症対策課　☎059－224－2339
●厚生労働省相談窓口　　  0120－565－653 （フリーダイヤル）

　普段から、十分な睡眠とバランス
の良い食事を心掛け、免疫力を高め
ておきましょう。

心配な症状が出たときの対応、一般的なお問い合わせについては、こちらへ
ご相談ください（受付時間：午前９時～午後９時　土・日曜日、祝日も対応）。

の場合には、「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談してください

5
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生活リズムを整えよう

問合先 教育委員会学校教育課教育研究グループ教育委員会学校教育課教育研究グループ(☎84－5077）(☎84－5077）

新型コロナウイルス感染症対策のための新型コロナウイルス感染症対策のための
臨時休業について臨時休業について

　お休み中の園児・児童・生徒の皆さんが、元気に毎日を過ごすために、次
のことに取り組みましょう。

◦ 十分な栄養、睡眠をとり、家の中でもできる簡単な体操をして体を動か
すなど、規則正しい生活をしましょう。

◦家の手伝いをするなど、家族の一人として助け合いましょう。

◦ ゲームのやり過ぎ、スマートフォンやテレビの見過ぎには気を付けて、
時間を決めて楽しみましょう。

◦ 教科書や学校から配られたプリントなどを活用して、これまで学習した
内容を振り返りましょう。

◦図書館で本を借りて読んだり、教科書を音読したりして読書をしましょう。

　　幼稚園や小・中学校では、必要性を考慮した上で、子どもたちへの学習を含む個別幼稚園や小・中学校では、必要性を考慮した上で、子どもたちへの学習を含む個別
対応や相談に応じ、学校配信メールや電話、家庭訪問などにより、子どもたちの生活対応や相談に応じ、学校配信メールや電話、家庭訪問などにより、子どもたちの生活
状況の把握に努めています。状況の把握に努めています。
　また一方で、新年度の予定は次のとおりとして、教職員が準備を進めています。　また一方で、新年度の予定は次のとおりとして、教職員が準備を進めています。
　　◦　　◦始業式　　　　　　幼稚園、小・中学校…４月６日（月）始業式　　　　　　幼稚園、小・中学校…４月６日（月）
　　◦入園式・入学式　　 幼稚園…４月８日（水）　　◦入園式・入学式　　 幼稚園…４月８日（水）
                           　　　小学校…４月７日（火） 午前                           　　　小学校…４月７日（火） 午前
                           　　　中学校…４月７日（火） 午後                           　　　中学校…４月７日（火） 午後

　今後、県内や市内の感染状況により対応が変化することが考えられるため、対応が確定次
第、市ホームページや学校配信メールなどで随時お知らせします。
　国や県の動きを注視しつつ、関係機関などとの連携のもとに感染拡大防止と子どもたち
の不安解消に努めていきますので、引き続き深いご理解とご協力をよろしくお願いします。

　国内外で新型コロナウイルスの感染が広がっています。このため、亀山市では、国
の要請を受けて３月２日から３月25日までの期間、感染拡大防止と感染リスクにあ
らかじめ備える観点から市内の公立幼稚園、小・中学校を臨時休業とし、その後、４月
５日までを春季休業日にしました。
　子どもたちや保護者の皆さま、そして学校関係者の皆さまには突然のお知らせで
したが、深いご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

6 広報かめやま　令和２年４月１日号
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亀山市名誉市民

特別協力  （公財）中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

　彫刻家　   中村  晋也

　

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636）

情報交流ひろば情報交流ひろば

となりまちとなりまち
伊賀市伊賀市

甲賀市秘書広報課（☎0748－69－2101）

伊
賀
市

甲
賀
市

い こ かい こ か  
甲賀市甲賀市 亀山市亀山市

7広報かめやま　令和２年４月１日号

菜の花フェア＆菜の花まつり
～みて、たべて、体験して春を感じる～

桜めぐりで春を満喫
～甲賀市内には桜の名所がたくさん～

　菜の花を見て、食べて、楽しめるイベントを開催し
ます。
　「菜の花フェア」の期間中、大山田温泉さるびので
入湯された人にプレゼントが当たるイベントを行う
ほか、施設内のレストランでは菜の花にちなんだ特
別メニューを味わうことができます。
　また、フェア最終日には「菜の花まつり」を開催し、
菜種油を使った食べ物や商品などを販売します。
と　き　

▽菜の花フェア…４月11日（土）～26日（日）

▽菜の花まつり…４月26日（日） 午前10時～午後３時
ところ　伊賀の国 大山田温泉さるびの
　　　　（伊賀市上阿波2953）
問合先　伊賀市菜の花プロジェクト推進協議会事務局
　　　　（伊賀市農林振興課内　☎0595－22－9713）

　甲賀市内には、すてきな桜の名所が多くあります。
また、面積が広い甲賀市では、桜の開花状況にも差が
あり、桜を長く楽しむことができます。
　甲賀市ホームページでは、甲賀市内の桜の名所の
一部を紹介しているほか、開花状況もお知らせして
います。
　華やかな桜の季節に、ぜひゆっくり春を満喫して
ください。
※場所や見頃などは、甲賀市ホーム
　ページ「観光コンシェルジュ」を
　ご覧ください。
URL https://www.city.koka.lg.jp/kankou/
問合先　甲賀市観光企画推進課観光振興係
　　　　（☎0748－69－2190）

作品紹介「ふるさいとあい」 Vol.46

　古代ギリシアの賢人ヒポクラテスは、それまで迷信や占術などに
頼っていた病の治療を、科学的な知見から探究し「医学の父」と言わ
れました。中村の作品には、医聖の思慮深い風貌と品格のなかに、
真理を追い求める力強い生命力があふれています。「芸術は長し、
されど人生は短し」、このヒポクラテスの箴

し ん げ ん

言を題字に刻み、医学を
志す若者たちへのメッセージとして制作されました。世界中が未知
なるウイルスの脅威に揺れる今日、ヒポクラテスの叡智にあやかり、
いち早い収束を願うばかりです。

「医聖の詩 －ヒポクラテス－」昭和 55（1980）年制作

77㎝（高さ）×49㎝（幅）×43cm（奥行き）
（宮崎医科大学内）



問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

　市では、「亀山市文化振興ビジョン」に基づき、2014年（平成26年）から３年に１度、
市全体で文化に関するさまざまな取り組みを展開する「かめやま文化年プロジェクト」
に取り組んでいます。
　かめやま文化年2020では「かがやく」をテーマに、これまで培ってきた文化に「創意
工夫」を加え、文化資源の価値をさらに高めることや、さまざまな人や団体が「自己実現」
により、満足感や達成感を感じて、生き生きと輝くまちの実現を目指し、以下のプログラム
を実施します。

　これらの事業のうち「日本書紀」の編さん1300年・市制施行15周年
に関係するプログラムを、特別に記念事業と題して亀山市の歴史文化
などを市内外へ発信します。

　かめやま文化年プロジェクト実行委員会が主体となって「歴史・文化」「あかり」｢音楽｣「健康・スポーツ」の４つ
の文化要素を主軸として行う「パブリックプログラム」、市民団体などが主体となって行う「シチズンプログラ
ム」、市が実施する「市関係事業」に区分し、事業間の連携を図りながら展開していきます。

　かめやま文化年2020のスタートに合わせ、亀山市文化大使で落語家の林家
菊丸さん、太神楽曲芸師 豊来家玉之助さんによる寄席を開催します。皆さん
のご来場をお待ちしています。

予定している事業
・かめやま歴史文化交流祭
・かめやま薪能
・「日本書紀」編さん1300年
　シンポジウム
・かめやま街あかり　　　など

予定している事業
・亀山ミュージカル事業
・亀山トリエンナーレ
・魚いっぱいの鈴鹿川体験
・第12回関宿
  スケッチコンクール　　など

予定している事業
・日本武尊・白鳥伝説交流事業
・伊賀市・甲賀市・亀山市　
  鉄道遺産群ウォーキング事業
・ 第７６回国民体育大会
　１年前イベント（仮称）   など

※写真は前回開催時の様子

落語家 林家菊丸さんらによる寄席

と　き　４月25日（土） 午前９時30分～　　ところ　市文化会館大ホール

オープニングイベント

　事業内容について
詳しくは広報かめやま、
市ホームページなどで
随時お知らせします。

だ い か ぐ ら きょくげいし　ほ う ら い や た ま の す け

「かめやま文化年2020」のプログラム

8 広報かめやま　令和２年４月１日号



お知らせワイドお知らせワイド

亀山市　市民協働センターみらい

問合先 まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

協働事業提案制度協働事業提案制度
　協働事業提案制度は、市民と行政の多様なアイデア
を提案する窓口を設置し、事業化できるものを市民と
行政が協働で実施していくための仕組みです。

　「行政と協働して事業を始めたい！」、「すでに行われている行政の事業をもっと
良いものにしたい！」など、そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。
※以下に記載している③協働事業報告会では、昨年に協働事業を行った団体などが
　成果を報告します。見学していただき応募の参考にしてください。

募集期間　４月１日（水）～６月30日（火）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
応�募できる団体　市内で自立的・継続的に活動している

市民活動団体、または市内の企業や経済団体
※営利・政治・宗教活動を目的にしていないこと

応�募方法　まちづくり協働課市民協働グループに
ある協働事業提案書に必要事項を記入の上、ご
応募ください（協働事業提案書は、市民協働セン
ター「みらい」ホームページからダウンロード可）。

　令和元年度に応募があり協働事業として決定した次の事業を、令和２年４月から
市民活動団体と行政が協力しながら進めていきます。

～市民と行政の協働について考えてみませんか？～
６月７日（日）�午前９時30分～正午
市民協働センター｢みらい｣１階多目的ホール

内容①　令和元年度実施協働事業報告会（下表）
内容②　講演会（四日市大学副学長･亀山市協働事業
　　　　選定委員会委員長　松井真理子さん）

提案事業名 提案者 協働相手 　　　　　　　事業内容

市
民
提
案

亀山の戦争遺跡を
市民とともに学び
伝える

戦争遺跡に平和を
学ぶ亀山の会

▽  文化スポーツ課
まちなみ文化財
グループ

▽  文化スポーツ課
歴史博物館

　亀山市域に残る太平洋戦争の遺構や語り継がれる場所
を再調査し、その存在を広く伝えるために、現地見学を含
む全５回の連続講座を開催した。また、市域の戦時下の歴
史を伝える資料に活用できるよう、遺構などの場所を落
とした地図、写真、説明文で構成するマップを作成した。

アートで街の
にぎわいづくり
プロジェクト

アートによる
街づくりを考える会

▽産業振興課
　農業グループ

▽産業振興課
　 商工業･地域交通

グループ

▽  文化スポーツ課
　文化共生グループ

　「アート」を街に取り込むことで地域の活性化を図るこ
とに加え、亀山市の魅力を再発見し、亀山市のあたたかみ
を市内外へ伝えていくことを目的にさまざまな事業を
開催した。手法として、2019年の「亀山トリエンナーレ
2020プレ企画」の機会に、亀山市の特産品である「亀山
茶」の魅力を発信した。

亀山しってもらい隊
結成事業

亀山みそ焼きうどん
本舗

▽地域観光課
　観光交流グループ

▽産業振興課
　 商工業･地域交通

グループ

　B－1グランプリなどで、亀山市をPRするための「亀山
しってもらい隊」を市民や学生、企業、市職員から募って
結成し、市内外のさまざまなイベントで亀山市のPRを
行った。

③③令和元年度令和元年度に実施した協働事業の報告会と「協働」の講演会に実施した協働事業の報告会と「協働」の講演会 申込
不要

参加
無料

提案事業名 提案者 協働相手 　　　　　　　事業内容
市
民
提
案

鈴鹿峠自然の家
天文台「童夢」
10周年記念事業

坂下星見の会

▽教育委員会
　生涯学習課
　社会教育グループ

　宇宙教育や天文学の専門家による10周年記念講演会の
開催、宇宙教育や天文学の専門家を招いての星空観察、会
場一帯（鈴鹿峠自然の家、鈴鹿馬子唄会館周辺）の星空間演
出、天文に関する工作教室の実施など

②②令和２年度令和２年度に協働事業を進めていきます！に協働事業を進めていきます！

①①令和３年度令和３年度に実施予定の「協働事業市民提案」を募集します！に実施予定の「協働事業市民提案」を募集します！
問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

　市では、「亀山市文化振興ビジョン」に基づき、2014年（平成26年）から３年に１度、
市全体で文化に関するさまざまな取り組みを展開する「かめやま文化年プロジェクト」
に取り組んでいます。
　かめやま文化年2020では「かがやく」をテーマに、これまで培ってきた文化に「創意
工夫」を加え、文化資源の価値をさらに高めることや、さまざまな人や団体が「自己実現」
により、満足感や達成感を感じて、生き生きと輝くまちの実現を目指し、以下のプログラム
を実施します。

　これらの事業のうち「日本書紀」の編さん1300年・市制施行15周年
に関係するプログラムを、特別に記念事業と題して亀山市の歴史文化
などを市内外へ発信します。

　かめやま文化年プロジェクト実行委員会が主体となって「歴史・文化」「あかり」｢音楽｣「健康・スポーツ」の４つ
の文化要素を主軸として行う「パブリックプログラム」、市民団体などが主体となって行う「シチズンプログラ
ム」、市が実施する「市関係事業」に区分し、事業間の連携を図りながら展開していきます。

　かめやま文化年2020のスタートに合わせ、亀山市文化大使で落語家の林家
菊丸さん、太神楽曲芸師 豊来家玉之助さんによる寄席を開催します。皆さん
のご来場をお待ちしています。

予定している事業
・かめやま歴史文化交流祭
・かめやま薪能
・「日本書紀」編さん1300年
　シンポジウム
・かめやま街あかり　　　など

予定している事業
・亀山ミュージカル事業
・亀山トリエンナーレ
・魚いっぱいの鈴鹿川体験
・第12回関宿
  スケッチコンクール　　など

予定している事業
・日本武尊・白鳥伝説交流事業
・伊賀市・甲賀市・亀山市　
  鉄道遺産群ウォーキング事業
・ 第７６回国民体育大会
　１年前イベント（仮称）   など

※写真は前回開催時の様子

落語家 林家菊丸さんらによる寄席

と　き　４月25日（土） 午前９時30分～　　ところ　市文化会館大ホール

オープニングイベント

　事業内容について
詳しくは広報かめやま、
市ホームページなどで
随時お知らせします。

だ い か ぐ ら きょくげいし　ほ う ら い や た ま の す け

「かめやま文化年2020」のプログラム
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 Yahoo! 公金支払い

問合先 税務課収納対策グループ（☎84－5009）
市民課国民健康保険グループ（☎84－5006）

令和２年度 市税等納期一覧表令和２年度 市税等納期一覧表

市税等の納付場所
亀山市役所・関支所
次の金融機関の本店・支店・出張所
◦百五銀行　　　　　 ◦三重銀行
◦第三銀行　 　　　　◦北伊勢上野信用金庫
◦鈴鹿農業協同組合　 ◦東海労働金庫
◦三菱UFJ銀行　  　  ◦りそな銀行
◦中京銀行
◦ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内）

コンビニエンスストアなど
◦セブン-イレブン　　　　  　◦ローソン
◦ファミリーマート　　　　　◦デイリーヤマザキ
◦ヤマザキデイリーストアー　◦ミニストップ
◦コミュニティ・ストア　　　 ◦生活彩家
◦ポプラ　　　　　　　　　　◦スリーエイト
◦くらしハウス　　　　　　　◦ハマナスクラブ
◦セイコーマート　　　　　　◦MMK設置店　
◦ヤマザキスペシャルパートナーショップ
※後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付はできません。
※コンビニエンスストアでは取り扱いできないもの

▽金額を訂正したもの

▽バーコードの印字のないもの

▽バーコードが読めないなど受付できないもの

▽金額が30万円を超えるもの

市・県民税
（普通徴収）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料 介護保険料

期別 納期限
口座振替日 期別 納期限

口座振替日 期別 納期限
口座振替日 期別 納期限

口座振替日 期別 納期限
口座振替日 期別 納期限

口座振替日
４月 第１期 4/30 第１期 4/30
５月 全期 6/1
６月 第１期 6/30 第２期 6/30
７月 第２期 7/31 第１期 7/31 第１期 7/31
８月 第２期 8/31 第２期 8/31 第２期 8/31 第３期 8/31
９月 第３期 9/30 第３期 9/30
10月 第３期 11/2 第４期 11/2 第４期 11/2 第４期 11/2
11月 第５期 11/30 第５期 11/30
12月 第３期 12/25 第６期 12/25 第６期 1/4 第５期 12/25
１月 第４期 2/1 第７期 2/1 第７期 2/1
２月 第４期 3/1 第８期 3/1 第８期 3/1 第６期 3/1
３月 第９期 3/31 第９期 3/31

クレジットカードで納付ができます　
　インターネットを利用して、24時間いつでも
納付手続きができます。
対象市税
　 市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、

軽自動車税、国民健康保険税
利用期間　各税目の各納期限まで
決済手数料　納付税額に応じて必要（納税者負担）
納付方法
　 クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、

AMERICAN EXPRESS、DinersClub）と納税
通知書を用意し、インターネットにつながって
いるパソコンまたはスマートフォンを使って、

「Yahoo!公金支払い」で手続きしてください。

URLhttp://koukin.yahoo.co.jp/

※通信料などは利用者の負担になります。
※ 口座振替を利用中の人は、振替廃止の手続きが

別途必要です。
※詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。

※納期限が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌平日が納期限となります。
※市税等の納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。
※口座振替の開始・変更手続きが完了するまでに約１カ月かかります。納期限が近づくと開始・変更できない場合があります。
※納期限までの納付にご協力をお願いします。
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PayB（バーコードPay）�PayB（バーコードPay）�
◦◦「ペイビー」は、スマートフォン決済専用サービスアプリです。
◦◦利用は30万円までです。
◦◦指定した口座から即時引き落としになります。
◦◦ネットバンクの登録は不要です。
◦◦登録金融機関：百五銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行など

Pay�PayPay�Pay
◦◦「ペイペイ」は、モバイル送金・決済サービスアプリです。
◦◦利用は30万円までです。
◦◦Pay Payにお金をチャージ（入金）しておくことで、納付できます。
◦◦チャージは現金を入金するほか、銀行口座振替などでも可能です。

LINE�Pay　LINE�Pay　
◦◦「ラインペイ」は、LINEアプリ内から登録できるモバイル送金・決済サービスです。
◦◦利用は30万円までです（水道・下水道料金は５万円未満）。
◦◦LINE Payにお金をチャージ（入金）しておくことで、納付できます。
◦◦チャージは現金を入金するほか、銀行口座振替などでも可能です。

お知らせワイドお知らせワイド

※ 百五銀行独自の「バー
コードPay」アプリも
あります。

問合先 税務課収納対策グループ（☎84－5009）､上水道課上水道管理グループ（☎97－0621）

亀山市の税金、水道料金が亀山市の税金、水道料金が
スマートフォンで支払えますスマートフォンで支払えます
利用方法　
　以下のアプリをインストールし、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取る
利用対象
　市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、水道料金（公共下水道
使用料を含む）
※ アプリのインストール方法、使用手順など詳しくは、スマートフォン等から以下の二次元コードを

読み取り、各アプリのホームページでご確認ください。

1 システム利用料はかかりません（アプリのインス
トールや利用決済時の通信料は発生します）。

2 領収証は発行されません（軽自動車税納税証明書
［車検用］は後日発送されますが、車検等で早急に領
収証書が必要な人は、納付書裏面に記載がある金融
機関またはコンビニなどで納付してください）。

3 登録した銀行口座の残高やチャージ金額が不足し
ている場合は納付できません。

4納付書に指定された期限を過ぎると納付できません。

5 パソコンやフィーチャーフォン（スマートフォン以
前の携帯電話）からの納付はできません（タブレッ
トは機種により納付できない場合があります）。

6 重複払いにご注意ください（同じアプリでは、一度
使用した納付書での支払いはできませんが、異な
るアプリやコンビニでの支払いの場合は、一度使
用した納付書での支払いが可能となります）。

7 登録できない金融機関もありますので、詳しくは
各アプリのホームページでご確認ください。

注意事項

「いつでも」 「いつでも」 

「どこでも」「どこでも」

スマートフォンでスマートフォンで

簡単にお支払い簡単にお支払い

11広報かめやま　令和２年４月１日号



問合先 地域福祉課福祉総務グループ（あいあい　☎84－3311）

　戦没者等に国として弔慰の意を表するため、そのご遺族に特別弔慰金
（記名国債）を支給するものです。

戦没者等のご遺族の皆さまへ戦没者等のご遺族の皆さまへ
第11回特別弔慰金が支給されます第11回特別弔慰金が支給されます

申請窓口
　申請期間中は、申請を随時受け付けますが、申請
開始直後は申請窓口の混雑が予想されることか
ら、次の該当地区の受付期間に申請していただく
ようご協力をお願いします。

【亀山地区】　地域福祉課福祉総務グループ
　　　　　　（あいあい１階４番窓口）

【関・加太地区】　地域観光課地域サービスグループ
　　　　　　　 （関支所１階）

持ち物など
▷戸籍抄本
　（令和２年４月１日以降に発行したもの）
※新規申請者は受付・相談後に提出
▷印鑑（スタンプ印不可）
▷戦没者等とご遺族との関係が分かる資料
▷前回の特別弔慰金裁定通知書
　（交付された人のみ）

支給内容
　額面25万円、５年償還の記名国債

支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月
１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助
料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年
金」などを受ける人（戦没者等の妻や父母など）が
いない場合に、次の順番による先順位のご遺族お
一人に支給されます。

１  令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族    
等援護法による弔慰金の受給権を取得した人

２ 戦没者等の子

３ 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているこ

となどの要件を満たしているかどうかにより、
順番が入れ替わります。

４ 上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族
 　（甥、姪など）
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計

関係を有していた人に限ります。

申請に当たっての注意事項
　申請者に同順位者（戦没者のお子様同士、兄弟
姉妹同士など）がいる場合、申請はすべての同順
位者を代表して行っていただくことになります
ので、ほかの同順位者と調整の上、申請してくだ
さい。

申請期間
　令和２年４月１日～令和５年３月31日
※ 申請期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受ける

ことができなくなりますので、ご注意ください。
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地　区 申請開始直後の受付期間
関地区 ４月６日（月）～４月17日（金）

加太・坂下地区 ４月20日（月）～５月８日（金）

地　区 申請開始直後の受付期間
亀山西地区 ４月６日（月）～４月10日（金）

亀山東地区 ４月13日（月）～４月17日（金）

亀山南・昼生地区 ４月20日（月）～４月24日（金）

野登・白川・神辺地区 ４月27日（月）～５月８日（金）

井田川・川崎地区 ５月11日（月）～５月15日（金）



持 ち物など　昼食、飲み物、登山靴、
雨具、動きやすい服装

そ の他　通院中の人や心臓疾患の
人はご遠慮ください。
※�約10㎞６時間の周回コースを
予定していますので、自身の体
力に合わせて参加の申し込みを
行ってください。

共通事項
参加費　無料
申込期限　４月17日（金）
※�講習会のみ、登山のみの参加も
できます。

申 込方法　地域観光課観光交流グ
ループへ電話または直接お申し
込みください。

主 　催　「亀山７座トレイル」登山道
活用ネットワーク

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、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
 ほっとスペース 
と　き　４月16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）

 元気丸カフェ 
と　き　４月21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）

 かめカフェ 
と　き　４月26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）

 よつばサロン 
と　き　５月１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）

もよおし
第３回「亀山７座トレイル」

登山講習会・イベント
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）
 地図の読み方講習会 
　道迷いを防ぐために、地図の読
み方を学習します。安全な登山を
楽しむための基礎を学びましょう。
と　き　４月24日（金）
　　　　午後７時～８時30分頃
ところ　関支所３階
対 象者　市内在住で、登山に関心
のある人や、これから登山を始
めたい人など

定　員　10人程度
持ち物　登山用方位磁石、筆記用具
 高畑山トレイル 
　好展望の高畑山（亀山７座の１
つ）を含む、周辺の山々の周回を楽
しみます。
と　き　５月10日（日）
　午前８時30分～午後３時頃
登山場所　
　鈴鹿峠→高畑山→坂下峠→長峰
対 象者　市内に在住する18歳～
70歳未満の健脚で、体力に自信
がある人

定　員　10人

問合先 教育委員会生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

令和２年度
開放日

（開放時間は午後７時～９時） イベント

４月18日（土） 10月24日（土） ◉５月２日（土）
　春の星空観察会
◉６月21日（日）
　日食を見よう！
※夕方から実施
◉８月８日（土）
　夏の星空観察会
◉８月12日（水）
　ペルセウス座
　流星群観察会
◉10月24日（土）
　秋の星まつり

５月２日（土） 11月14日（土）

６月21日（日） 12月12日（土）

７月11日（土） １月16日（土）

８月８日（土） ２月20日（土）

８月12日（水） ３月13日（土）

９月19日（土）

天文台「童夢」無料開放日天文台「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）
※ 日程が変更になる場合があります。無料

開放日は、市教育委員会ホームページに
も掲載していますので、ご覧ください。

星星
空空
やや
宇
宙
宇
宙
の
神
秘
、

の
神
秘
、

　　
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
？

ど ー むど ー む
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お知らせ
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 象期間　平成31年４月１日～
令和２年３月31日

対 象者　対象期間で、次のすべてに該
当する高齢者と同一の世帯に属し介
護をしていた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を除
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週間程度の入院を除
く）しなかった人

申 請期間　４月１日（水）～令和３
年３月31日（水）

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。

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（予約制）。
と　き　４月16日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ　
　市役所西庁舎１階第４会議室
申込期限　４月９日（木）
申 込方法　日本年金機構津年金事
務所へ電話でお申し込みくださ
い。
※�年金請求者以外の人が代理で
相談する場合は委任状（様式は
日本年金機構ホームページ

　[URLhttp://www.nenkin.go.jp/]
　からダウンロード可）が必要です。

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　令和３年３月31日（水）
※�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。

備えて安心！備えて安心！��防災コラム防災コラム

　1.7％とは何の数字だと思いますか。平成７年の阪神・淡路大震災の発生時に、生き埋めや閉じ込められた
人などのうち、公的機関に救助された人の割合です。一方で、97.5％の人は、自力や家族、または友人・隣人・
通行人などの地域住民、いわゆる自助・共助の力により救助されました。
　災害発生時に自助・共助の力を発揮するためには、地域の防災訓練などへの参加と併せて、普段から家族や
地域の人たちとコミュニケーションを取り、地域の危険な箇所や普段誰がどの場所
にいるかなど、地域の状況を把握しておくことや「顔のみえる関係」づくりをしてお
くことが重要です。
　新年度になり、進学や就職で、住む場所や生活環境が変わった人も多いと思いま
す。環境が変われば、避難経路や危険箇所、災害時に力を合わせるべき周りの人も変
わります。「今までどおり」と思わずに、今の環境の中で自助・共助についてあらため
て考え、取り組んでみてください。

新年度を迎えてあらためて自助・共助について考える
～阪神・淡路大震災での教訓～
問合先 防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

？1.7％1.7％
って何の数字？って何の数字？
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

 児童扶養手当 
　ひとり親家庭などの保護者に児
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43,160円
　一部支給43,150円～10,180円
▷子ども２人目の加算額
　10,190円～5,100円
▷子ども３人目以降の加算額　
　6,110円～3,060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。

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
申請期限　令和３年３月31日（水）
※�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。

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
満の児童などを扶養している人、
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。なお、資格により給
付期間が異なります。
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
※�修業期間の最後の12カ月間、月
額４万円が増額されます。
※事前に申請が必要です。
※所得制限などがあります。

問合先 子ども未来課子育てサポートグループ（☎96－8822）

かめやま子育て

はじめました！

Ｌ ＩＮＥ

ID 検索�@124yeshn

友 だ ち

募 集 中

子育てに関する情報を、タイムリーにお届けします！
　子育て世帯の交流情報や子育て支援センターのイベント、市の制度や
お知らせなどをLINEを活用して発信します。「友だち登録」を行えば、子
育てに関するタイムリーな情報を受け取ることができます。
かめやま子育てLINE登録方法
●�LINE「友だち追加」より二次元コードを読み取るか、「ID検索」により登
録してください。
●�詳しくは、市ホームページ（子育てサポートグループのページ）をご覧
ください。

市ホームページトップの
バナーからも登録できます
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※�この機械は、みえ森と緑の県民
税市町交付金を活用して導入し
ています。

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
農地として解消する場合、その費用
の２分の１に相当する額（10a当たり
10万円を上限）を補助します。
対 象農地　農業振興地域内にある
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を除く

申請期限　５月29日（金）
申 請書提出先　産業振興課農業グ
ループ（市役所2階）
※�補助金の交付は予算の範囲内と
します。

樹木等粉砕機（ウッドチッパー）を
貸出します

産業振興課森林林業グループ
（☎84－5068）

　市内で森林や竹林の整備を行う
団体などに、「クローラ自走式樹木
等粉砕機」を無償で貸出します。
　粉砕したチップは堆肥等の土壌
改良材や防草材など、幅広い用途
に利用できます。
対 象者　市内に所在する営利を目
的としない団体（地域まちづく
り協議会、自治会、森林保全任意
団体など）

申 込方法　申請書に必要事項を記
入の上、産業振興課森林林業グ
ループへ直接お申し込みください。
※�申請方法や機械概要などは、市
ホームページ（森林林業グルー
プのページ）をご覧ください。

※�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。

消防用設備（消火栓ボックスなど）
設置費補助金の申請について

消防本部消防総務課
総務・消防団グループ（☎82－9491）
　市では、初期消火の促進を図る
ことを目的に、市内の自治会が消
防用設備（消火栓ボックスなど）を
新規に備える場合や、老朽化によ
り更新する場合に、設置費の一部
を補助します。
申請期間　４月１日（水）～
申 請場所　消防本部消防総務課
総務・消防団グループ（亀山消防
庁舎２階）

補助率　費用の３分の２以内
※�申請方法など詳しくは、市消防本
部ホームページをご覧ください。

そ の他　自治会が所有する消防用
設備（消火栓ボックスなど）の維
持管理については、自治会や自
主防災会の年間事業計画に点検
を盛り込むなど、火災のときに
誰もが安全に使用できるよう適
正に管理することが重要です。

問合先 亀山市農業委員会事務局（☎84－5048）

　3月11日に、新たな農業委員会委員が市長から任命されるとともに、会長に坂森正愽委員、会長職務代理者3月11日に、新たな農業委員会委員が市長から任命されるとともに、会長に坂森正愽委員、会長職務代理者
に早川三雄委員が選出されました。また、農地利用最適化推進委員が農業委員会から委嘱されました。に早川三雄委員が選出されました。また、農地利用最適化推進委員が農業委員会から委嘱されました。
※任期はいずれも令和2年3月11日から令和5年3月10日までです。※任期はいずれも令和2年3月11日から令和5年3月10日までです。

新しい農業委員会委員・農地利用最適化推進委員を紹介します新しい農業委員会委員・農地利用最適化推進委員を紹介します

農地利用最適化推進委員（敬称略）
▷第１区　安藤功一　伊藤良一　　草川光和　佐野誠一　関　信明　西川喜弘　松尾義久　若林善
▷第２区　葛 孝一　櫻井光明　　伊達義則　馬路利信　松上勇二　村田昭博　山﨑重俊
▷第３区　 岡孝文　久野伊三雄　蔵城武生　坂　政明　西口光廣

農業委員会委員（敬称略）

天野輝美子 内田美由紀 小林和夫 駒田六平 坂森正愽

松尾浩二早川三雄野村幸生中浦豊子伊達亀嘉
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

各種検診・教室
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月の木曜日（４月９日、
16日、23日、30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。

亀山学校
～痔疾・腸閉塞・腸炎などの

大腸疾患について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
と　き　４月９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

参加費　無料　
※事前の申し込みは不要
持ち物　筆記用具
共　催　亀山医師会

市道草刈活動支援事業を
ご活用ください

土木課施設保全グループ
（☎84－5041）

　市道の草刈りをしていただける
自治会などに対して、報奨金を交
付しています。
対 象団体　市内の市道のうち、集落
間をつなぐ道路の草刈り活動を
行っている自治会や市民団体など

申 込方法　申請書などの必要事項
を記入の上、草刈り活動実施の２
週間前までに土木課施設保全グ
ループへ直接お申し込みください。
※�申請書などは、市ホームページ
（施設保全グループのページ）か
らもダウンロードできます。

地域福祉課障がい者支援グループ（あいあい　☎84－3313）

４月２日～８日は｢発達障害啓発週間」です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～～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、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がで
きる共生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12日（日）まで
ところ　市立図書館内のカウンターコーナー

【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）

【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で、
その症状は年齢や発達状態、生活環境などで異なり
ます。また、外見では分かりにくく、対応方法は個々
に異なるので、周囲の理解やサポートが大切です。

昨年の実施時の様子昨年の実施時の様子

問合先

三重のお城が青く染まる！ライトアップキャンペーン【主催：Ｌight Ｉt Ｕp Ｂlueみえ実行委員会】
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　自閉症について広く知ってもらうことを目的に、亀山城多門櫓を癒やし
や希望などを表す青色（シンボルカラー）にライトアップするキャンペー
ンが行われます。青色に様変わりした、優美な装いの亀山城多門櫓をご覧
いただき、自閉症への理解を深めましょう。
と　き　４月２日（木）�午後６時～10時
ところ　亀山城多門櫓

昨年の実施時の様子昨年の実施時の様子



申込開始日　４月３日（金）
申 込方法　参加費を持参の上、西
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

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７日～７月２日の

毎週木曜日（全９回）
▷後期…�９月10日～11月５日の

毎週木曜日（全９回）
※いずれも午後７時30分～９時
ところ　亀山東小学校体育館

バドミントン教室
西野公園体育館（☎82－1144）
　楽しくバドミントンをしてみませんか？
と 　き　４月21日～６月30日の
火曜日�午前９時30分～11時30分
※�教室は全８回で、詳しい日程は
受付時にお伝えします。

ところ　西野公園体育館
対象者　18歳以上の人
定　員　15人程度（先着順）
最少催行人数　５人
参加費　5,500円
※スポーツ保険料が別途必要
持 ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装

対象者　17歳以上の人
参加費　無料
※�入会費と傷害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、飲み物、
タオル、動きやすい服装

申込期限　５月３日（祝）
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　江ヶ
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　き 会　場 時　間

4/21
（火）

みずほ台幼稚園送迎用駐車場 午後１時15分～１時35分
みずきが丘集会所 午後１時45分～２時00分
田村公民館 午後２時10分～２時25分
井田川地区北コミュニティセンター（みどり町） 午後２時35分～２時50分
井田川地区南コミュニティセンター（和田町）午後３時00分～３時15分
栄町公民館 午後３時25分～３時40分

4/22
（水）

道野公民館 午後１時10分～１時25分
北東地区コミュニティセンター 午後１時35分～１時50分
本町地区コミュニティセンター 午後２時00分～２時15分
御幸地区コミュニティセンター 午後２時25分～２時40分
東部地区コミュニティセンター 午後２時50分～３時05分
天神・和賀地区コミュニティセンター 午後３時15分～３時30分
南部地区コミュニティセンター 午後３時40分～３時55分
ＪＡ鈴鹿亀山支店昼生出張所 午後４時05分～４時20分

4/23
（木）

城北地区コミュニティセンター 午後１時10分～１時25分
白川地区南コミュニティセンター 午後１時35分～１時50分
小川生活改善センター 午後２時00分～２時15分
鈴鹿農協安坂山出張所跡 午後２時30分～２時55分
野登地区コミュニティセンター 午後３時05分～３時20分
辺法寺営農組合集会所 午後３時30分～３時45分
川崎地区コミュニティセンター 午後３時55分～４時20分
能褒野公民館 午後４時30分～４時50分

4/24
（金）

野村地区コミュニティセンター 午後１時05分～１時25分
布気神社 午後１時30分～１時45分
ＪＡ鈴鹿亀山神辺支店 午後１時55分～２時10分
関文化交流センター 午後２時20分～２時45分
東の追分駐車場 午後２時50分～３時05分
林業総合センター 午後３時20分～３時35分
下加太公民館跡 午後３時40分～３時55分
関ヶ丘集会場 午後４時05分～４時20分

　令和２年度の狂犬病予防集合注射を右表の
とおり実施します。犬を飼ったら必ず登録の手
続きをし、生後90日を経過している犬は、毎年
狂犬病予防注射の接種を必ず受けてください。
※�市に登録がある犬の飼い主あてに「狂犬病予
防注射のお知らせ」（はがき）を送付しました。

　�必要事項を記入の上、おつりのないように
手数料を準備して当日会場へ持参してくだ
さい。

※�新しく飼った犬の登録をする人は、登録手数
料として別途3,000円が必要です。

次の病院でも予防注射と登録ができます。

市外の動物病院で予防注射を受けた場合

▷菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）
▷はら動物病院（北町　☎84－1010）
※�注射料金は、集合注射と異なる場合がありま
すので、各病院へお問い合わせください。

　注射済票を交付しますので、動物病院発行の
「狂犬病予防注射済証」を環境課環境創造グループ
（総合環境センター4階）または地域観光課地域
サービスグループ（関支所１階）へ持参してください。

問合先 環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

令和２年度  狂犬病予防注射をお忘れなく！

飼い主の変更・犬の死亡などの場合
　飼い主の変更や犬が死亡した場合、鑑札と注
射済票を持参して、30日以内に環境創造グルー
プまたは地域サービスグループへ届出をしてく
ださい。

狂犬病予防注射・
狂犬病予防注射済票交付手数料

3,400円

■令和2年度狂犬病予防集合注射日程表
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

と ころ　（公社）亀山市シルバー人
材センター（東町一丁目1－7）

内 　容　実際にタブレットに触れ
てもらいながら、使用方法など
について同世代のサポーターが
丁寧に説明します。

対 象者　高齢者ご本人やご家族（65
歳以上）などで、健康寿命延伸や
インターネットに関心のある人

参加費　無料　

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。
※�タブレットとは、コンピューター
の入力装置の一つで、本体と液晶
画面が一体の薄い板状になって
いて、画面を直接タッチして操作
する情報機器のことです。
※練習用タブレットは主催者が用意

認知症予防タブレット体験会
～楽しく健康寿命延伸にチャレンジ～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎96－8641）
　タブレットを使った健康管理、
認知症予防、生活支援などをご紹
介します。
と　き　４月23日（木）
　　　　午後１時30分～３時

歴史博物館だより（４月）歴史博物館だより（４月）�� 歴史博物館（☎83－3000）

歴史博物館講座の受講者募集歴史博物館講座の受講者募集
古文書解読基礎講座古文書解読基礎講座
と　きと　き　　５月～12月の毎月第２日曜日　（全８回）５月～12月の毎月第２日曜日　（全８回）
内 　容内 　容　亀山市に関係する江戸時代の古文書　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。ら読み解きます。

持ち物持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）　くずし字解読辞典（東京堂出版）

読む・聞く・読み解く、加藤秀繁日記読む・聞く・読み解く、加藤秀繁日記
と　きと　き　　５月～12月の毎月第４日曜日　（全８回）５月～12月の毎月第４日曜日　（全８回）
内 　容内 　容　　江戸時代に亀山城主だった石川家の家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、気軽にご参加ください。するのが難しい人でも、気軽にご参加ください。

持ち物持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）　くずし字解読辞典（東京堂出版）

村・町の古文書を読む村・町の古文書を読む
と　き　と　き　５月～12月の毎月第４土曜日　（全８回）５月～12月の毎月第４土曜日　（全８回）
内 　容内 　容　市域に残る近世・近代の村や町に関する　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。古文書を中心に読み進めます。

　�　　�　最初のテキストは、領主から村々へ伝達された最初のテキストは、領主から村々へ伝達された
内容を記した「弘化二年三月�御口達之写」です。内容を記した「弘化二年三月�御口達之写」です。

対象者対象者　古文書の基礎を学んだ人　古文書の基礎を学んだ人
　　（前年度までに古文書解読基礎講座を受講した人）（前年度までに古文書解読基礎講座を受講した人）
持ち物持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）　くずし字解読辞典（東京堂出版）

一緒に読もう古代史料教室一緒に読もう古代史料教室
と　き　と　き　５月～12月の毎月第２土曜日　（全８回）５月～12月の毎月第２土曜日　（全８回）
内 　容　内 　容　皆さんで漢和辞典を引いて、漢字や語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。句の意味を調べて漢文史料を読み進めます。

　�　『日本書紀』に書かれた日本武尊の記事を　�　『日本書紀』に書かれた日本武尊の記事を
取り上げます。令和２年度は、景行天皇四十取り上げます。令和２年度は、景行天皇四十
年是歳条に記される日本武尊が能褒野で最年是歳条に記される日本武尊が能褒野で最
期を迎える場面を読み進めます。期を迎える場面を読み進めます。

持ち物　持ち物　漢和辞典（自宅にあるものを持参ください）漢和辞典（自宅にあるものを持参ください）

＜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）は無料
※18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、20日（月）～24日（金）（展示入れ替えのため）

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（古文書解読基礎講座は30人）

＜企画展示室＞
第34回企画展「収蔵資料めぐり
　　　－亀山の近代史にみる「強兵資料」－」
と　き　４月25日（土）～６月14日（日）
内 　容　明治政府による富国強兵政策は昭和20�
年８月まで続きました。歴史博物館では強兵政
策を伝える資料が近年増加しています。この企
画展では、市内で伝えられてきた「強兵資料」を
展示し、近代の亀山をうかがいます。

企画展示観覧料　無料

共通
事項

受講料　無料
申 込方法　４月１日（水）～４月30日（木）に歴史
博物館へ電話または直接お申し込みください。
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図書館だより（４月）図書館だより（４月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

市立医療センターだより市立医療センターだより�� 市立医療センター（☎83－0990）

『東京の子』
藤井太洋／著
KADOKAWA（2019年2月刊）
　舞台は東京オリンピックの３年後
の日本・東京。
　戸籍を買い、過去を隠して「何でも
屋」として生きる主人公が、外国人労
働者が急増した東京で巻き込まれた
問題とは。

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

『パッ！と伝わる 社会人の文章ルール』
出口汪

ひろし

／監修
新星出版社（2019年10月刊）
　文章を書く上でのコツをひと目で
わかるようにフレーズ単位で解説。
　SNSでの短い文章に慣れた人も、
うまくまとめられず文章が長くなり
がちな人も、誰にでも伝わる文章作
法が身につきます。

～新着だより～
●ドミノ�in�上海／恩田�陸
●終の盟約／楡

にれ

�修平
●さいはての家／彩瀬まる
●中高年ひきこもり／斎藤�環
●にっぽん全国100駅弁／櫻井�寛
●「群れない」生き方／曾野綾子
●モリー、100匹の猫を見つけた保護犬
　／コリン・ブッチャー
●鐘を鳴らす子供たち／古内一絵
●朔と新

あき

／いとうみく
●さくらの谷／富安陽子
●いろんなでんしゃはっしゃしまーす／岡本雄司
●おなまえ100／せべまさゆき
●恐竜ガールと情熱博士と／祓

はらいかわ

川�学
●どこへいったの？いちごちゃん／のしさやか

ほか420冊

　亀山市内でも高齢化に伴い、転倒などで大腿骨を骨折される人が増えています。　亀山市内でも高齢化に伴い、転倒などで大腿骨を骨折される人が増えています。
大腿骨の骨折には、ほとんどの場合で手術療法（人工股関節置換術・人工骨頭置大腿骨の骨折には、ほとんどの場合で手術療法（人工股関節置換術・人工骨頭置
換術など）が取り入れられています。市立医療センターでも積極的に手術療法換術など）が取り入れられています。市立医療センターでも積極的に手術療法
を取り入れ、一日も早く日常生活を取り戻せるよう術後のリハビリを実施してを取り入れ、一日も早く日常生活を取り戻せるよう術後のリハビリを実施して
います。整形で気になることがありましたら、市立医療センターへご相談くだいます。整形で気になることがありましたら、市立医療センターへご相談くだ
さい。さい。

整形外科の取り組みについて

図書館からのお知らせ

休館日

おはなし会
　４月４日（土）�午後２時～　市立図書館（児童室）
　４月８日（水）�午後３時～　関文化交流センター
マミーズの大人による大人のための読み聞かせ　
　４月４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15日（水）�午後３時～　関文化交流センター
たんぽぽの会による関紙芝居会
　４月22日（水）�午後３時～　関文化交流センター
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
　４月23日（木）�午前10時～　市立図書館（児童室）

市立図書館…毎週火曜日、24日（金）
関図書室…毎週月曜日、24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。

　各種イベントは、新型コロナウイルス感染症の
今後の感染の広がりによって中止になることがあ
ります。
　最新の情報は、市立図書館ホームページをご覧
いただくか、直接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

出 願期間　４月９日（木）～20日（月）
※当日消印有効
※�電子申請の場合は、４月６日（月）
午前９時～17日（金）�午後５時

と　き　５月13日（水）
　　　　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　乙種第４類受験者
定　員　30人（先着順）
受講料　1,000円
　（亀山市防火協会員は無料）
※�テキストが必要な人は、テキス
ト代（4,500円）が別途必要

申 込期間　４月13日（月）�午前９時
～30日（木）�午後５時（土・日曜日、
祝日を除く）

申 込方法　亀山消防庁舎または各
分署にある申込書（市消防本部
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
を添えてお申し込みください。

試験会場（近隣地区のみ）

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 載期間　４月１日～令和３年３
月31日（１カ月単位で掲載可）
※�掲載方法や掲載基準など詳しく
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。

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。
※試験会場は後述の表をご覧ください。
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。

※（　）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

令和２年交通事故発生状況
（2月末時点［暫定］・亀山署管内）

８件（－17） １人（－2） 11人（－17） 169件（－44）

亀山警察署（☎82－0110）

運転に不安を感じたら、まずは相談
　加齢に伴い、視野障害や筋力の衰えなど身体機能が低下すると、運転操作のミ
スへとつながります。これにより重大な交通事故を引き起こす可能性が高まりま
す。運転に不安を感じたら、お電話ください。
安全運転相談ダイヤル＃８０８０
　この番号にダイヤルしていただくと、三重県警察の安全運転窓口につながります。
通話料は、利用者負担となります。

４月３日（金）～９日（木）
●ダイジェスト番組「令和２年
　�１月～３月放送分のウイー
クリーかめやま」
４月10日（金）～16日（木）

●ウイークリーかめやま
●�特集番組「日本書紀編さん
1300年記念『日本武尊と弟
橘媛』」
●エンドコーナー
　「市内の桜の様子」

※�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。

予備講習会（亀山市防火協会主催）

バナー広告掲載位置

６月7日（日） ６月13日（土） ６月14日（日）
（一社）北勢自動車協会
（四日市市） 乙種第４類 乙種第４類

丙種 乙種第４類
鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿市） 乙種第４類 乙種第４類

丙種
高田短期大学
（津市）

乙種全類
甲種、丙種

サン・ワーク津
（津市） 乙種第４類

21広報かめやま　令和２年４月１日号



と ころ　市文化会館中央コミュニ
ティセンター

入場料　無料（入退場自由）
問合先　亀山軽音楽サークル（K－LMC）
　（増

ますまた

亦　☎090－3855－3462）

亀山市ゴルフ協会
ジュニアゴルフ会員の募集
　亀山市ゴルフ協会では、ジュニ
アの皆さんに、自然にふれあいな
がら広くゴルフを楽しんでもらう
ため、ジュニアゴルフ会員を募集
します。ゴルフを通じて、多くの仲
間と親睦を図りませんか？
と　き　５月から毎月４回（土曜日）
と ころ　タートルエースゴルフ倶
楽部、ライオンズゴルフ倶楽部、
ローモンドカントリ―倶楽部

対 象者　市内に在住または在学す
る小学校1年生～高校3年生

内 　容　練習場での指導、本コー
スでのラウンドレッスンなど

会　費　月額1,000円
※�入会金1,000円（初回）、スポーツ
保険料2,000円（年額）が別途必要

申込期限　５月31日（日）
申 込・問合先　亀山市ゴルフ協会事
務局（☎82－2387、上田　☎090
－5852－1244）

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　各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

※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　①４月16日（木）
　　　　②６月18日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容　①歴史の意外な結末
　　　　　（語り部　小川美佐子さん）
　　　　②三本松のお地蔵
　　　　　（語り部　鈴木寿一さん）
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）

からだと歯のことなんでも電話相談
　日頃から気になっている「から
だと歯に関する悩み」を、医師・歯
科医師が直接回答します。
　相談は無料ですので、お気軽に
お電話ください。
※通話料は別途必要
と　き　４月19日（日）
　　　　午前10時～午後３時
問 合先　三重県保険医協会（①☎
059－225－1071、②☎059－
225－8747）
※�①・②どちらでも同様の相談が
できます。
※�時間帯によっては、つながりに
くいことがあります。

第17回K－LMCコンサート
　ロックバンド、口笛サークル、
フォークソンググループ、昭和歌
謡グループなど、多ジャンルのア
マチュア軽音楽愛好家による発表
ステージです。
　ぜひ、お気軽にご来場ください。
と　き　４月26日（日）
　　　　午後０時30分～６時

申 込・問合先　NPO着付け三重
（草川　☎090－7046－2329）

井田川小学校区「学童保育所
くれよんくらぶ」指導員の募集
 正規指導員 
募集人数　１人
勤 務日　月～土曜日のうち週40
時間程度

勤 務時間　平日…午前10時～午
後７時、土曜日・祝日・長期休業
日…午前７時～午後７時の間で
８時間程度
※時間外労働、外部研修などあり
賃　金　月給165,000円～
 パート指導員 
募集人数　若干名
勤 務日　月～土曜日のうち週20
～30時間程度

勤 務時間　平日…午後１時～午後
７時、土曜日・祝日・長期休業日
…午前７時30分～午後７時の
間で６～8時間程度
※勤務日・勤務時間は応相談
賃　金　時間給900円～
共通事項
社 会保険など　健康保険、厚生年
金、労災保険、傷害保険、雇用保険、
退職金共済（労働時間数による）

申 込・問合先　学童保育所くれよ
んくらぶ（佐熊　☎82－7929）

亀山市シティプロモーションサイト

子育てサポート関連、
イベント案内など情報満載︕

住めば、ゆうゆう。 検 索
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TOPPIICCSSかめやまのホットな話題をお届け！

環境講演会�～15年の輝
キ セ キ

跡～
　環境への市民意識の向上を図ろうと「環境講演会」が、亀山市
社会福祉センターで開催され約120人が参加しました。亀山市
総合環境研究センター長の朴

ぱ く

 恵
けいしゅく

淑さんによる15年間にわたり
環境施策を推進してきた同センターの取り組みを振り返る講
演のほか、市内事業所の社員、三重大学や亀山高校の学生、櫻
井市長によるパネルディスカッションなどが行われました。ま
た、亀山中学校吹奏楽部による演奏も披露されました。

２�
23

　５月16日（土）・17日（日）に、四日市市三滝通り周辺で開催予定の
「東海・北陸B－1グランプリ in 四日市」に出典する県内参加団体が
開催PRのため、亀山市役所を訪問されました（２月28日）。
　訪れたのは、亀山みそ焼きうどん本舗、四日市とんてき協会、津
ぎょうざ小学校、Do it ! 松阪鶏焼き肉隊、名張牛汁協会の代表者で、

「県内初の開催であり、イベントを通じて元気と活気を呼び込みた
い、また地域の魅力をPRしていきたい」と意気込みを語られました。

「東海・北陸B－１グランプリ�in�四日市」
県内参加団体が開催PRのため市役所を訪問

　森林や林業について理解を深めてもらおうと、加太地区で
「かめやまの林業と楽しい木工工作」が開催され、市内の８組
の親子が参加しました。材木置き場で山から切り出した木材
を見学したほか、製材工場で木材加工の様子を見学したり、市
内のヒノキ材を使って小さなベンチを作成したりするなど、
森林や林業について考え、木に親しんでもらう良い機会とな
りました。

かめやまの林業と
楽しい木工工作

　亀山の山や自然に親しんでもらおうと、関町に位置する標高286mの筆捨山とその周
辺を歩く「亀山７座トレイル」登山イベントが開催され、市内の登山愛好者など10人が
参加しました。参加者は、急こう配の斜面と緩やかな尾根が続く登山道をゆっくり進み
ながら自然を満喫しました。また、山頂では広大な景色を眺めたり、記念撮影をしたりす
るなど、楽しい時間を過ごしていました。

「亀山７座トレイル」�登山イベント
３�
15

２�
29
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

市の人口　３月１日時点　●総人口 49,660人（前月比－12）　●男 25,017人（前月比－10）　●女 24,643人（前月比－2）　●世帯数 21,600世帯（前月比＋7）

かめやま見てある記
写真道70年写真道70年

市民記者　豊田　康文さん

このコーナーでは、元気な亀山っ子の写真を

募集しています。掲載を希望する人は、

広報秘書グループ（☎84－5021）へご連絡ください。

　アマチュア写真家の平野武さんは、中学３年生の頃から写真に興味を持ち始め、
コツコツ撮り続けて70年になるとのことです。
　84歳になられた現在も、市内で活動する写真グループ「どんぐり」の代表を
務められており、依頼があれば市内行事などの記録写真撮影にも出掛け、また
普段の生活ではできる限りカメラを携え外へ出掛けられるとのことです。
　今までにたくさんの賞も獲られ、平成13年には中日写真展で経済産業大臣賞
を獲られました。
　今回は、平野さんが撮られた「亀山の四季」の写真をご紹介します。

これからもよろしくね。明るく元気いっぱいに育ってね。

▲ 夏（東野公園）

▲ 春（多門櫓）

▲ 秋（東野公園） ▲ 冬（亀山公園）
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