
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
…元気丸カフェ…
と　き　６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）
…はなカフェ…
と　き　６月26日（金）
　　　　午後１時～３時
ところ　老人福祉関センター
問合先　はなの家（☎96－0217）
…よつばサロン…
と　き　７月３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）

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）。

もよおし
小・中学校教科書展示会
教育委員会学校教育課

教育支援グループ（☎84－5076）
　北勢第三地区教科用図書採択協
議会では、令和３年度用中学校教
科書の採択を行います。
　教科書採択に皆さんの意見を反
映させるため、教科書の展示会を
開催します。ぜひご覧いただき、ご
意見をお寄せください。
※市内の小・中学校用教科書も展示
と…　き　６月13日(土)～29日（月）
　　　　午前９時～午後５時
※火曜日、６月26日(金)は休館日
ところ　市立図書館

認知症カフェ（３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

と　き　６月18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　６月11日（木）
申…込方法　日本年金機構津年事務
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
[http://www.nenkin.go.jp/]か
らダウンロード可）が必要です。

歴史博物館だより（６月）歴史博物館だより（６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）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、15日（月）～19日（金）　（展示撤収のため）、22日（月）～26日（金）
　　　　（資料くん蒸のため）

＜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　６月14日（日）まで
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
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ますので、絶対に素手で触らない
でください。もし、かまれた場合は、
すぐに洗い流して医療機関を受診
してください。
※�詳しい情報は、環境省ホーム
ページをご覧ください。
環境省　セアカゴケグモ

６月１日は「景観の日」です
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）
　毎年６月１日は、景観法の施行
日に合わせて、「景観の日」と定め
られています。
　市でも亀山市景観計画を定め、
豊かな自然、長い歴史の中で育ま
れてきた魅力ある風景を守り、育
て、そして将来に残していけるよ
う、市民や事業者の皆さんとさま
ざまな取り組みを進めています。
…届出が必要な場合があります…
　良好な景観の形成を図るため、
大規模な建築物などを建築する場
合は、事前に届出が必要です。

　また、関宿、亀山宿、坂本棚田周
辺は、規模に関わらず建築物を建
築する場合は、事前に届出が必要
です。
※�届出対象になる建築物などは、
亀山市景観計画に定める景観形
成基準の規制対象になりますの
で、事前に都市整備課都市計画
グループへお問い合わせくださ
い。
６月７日～13日は

「危険物安全週間」です
消防本部予防課危険物グループ

（☎82－9492）
　「危険物安全週間」は、危険物の
保安に対する意識の高揚や啓発を
目的とする週間です。
　日常生活の中で消費するガソ
リンや灯油をはじめ、塗料、接着剤、
消毒薬、化粧品などの中には、可燃
性蒸気が発生するおそれのある危
険物があります。危険物の取り扱
いや保管について再度確認し、事
故や火災を未然に防ぎましょう。

お知らせ
毒グモ「セアカゴケグモ」に

ご注意ください！
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　セアカゴケグモは、特定外来生
物に指定されている外国から侵入
してきた毒グモです。毒はメスだ
けが持ち、体長は１ｃｍ程度で腹
部背面に赤い模様があります。オ
スには毒がなく、体長は５mm程
度で赤い模様はありません。
　セアカゴケグモを発見した場合
は素手で触らずに、家庭用殺虫剤
で駆除するか、踏みつぶしてくだ
さい。触るとかまれることがあり

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは各問合先にご確認ください。

食 中毒を
予防しましょう

家庭でできる食中毒予防の６つのポイント

　食中毒を引き起こす主な原因は、細菌
とウイルスです。食中毒は1年中発生して
いますが、細菌が原因となる食中毒は、特
に夏場に多く発生しています。

……食中毒を防ぐ６つのポイント食中毒を防ぐ６つのポイント……
　家庭での食中毒予防は、食品を購入し
てから、調理して食べるまでの過程で、ど
のように、細菌を「つけない」「増やさな
い」「やっつける」を実践していくかです。
　もし、食中毒が疑われるときは、市販の
下痢止めなどの薬をむやみに服用せず、
早めに医師の診断を受けましょう。

長寿健康課健康づくりグループ
（☎84－3316）

問合先

POINT①

食品の購入

POINT②

家庭での保存

POINT④

　調　理

POINT⑥

残った食品

POINT⑤

　食　事

POINT③

下　準　備

●�消費期限などの表
示をチェック

●�肉・魚は分けて包
む。できれば保冷
剤（氷）も一緒に
包む

●�寄り道しないで
まっすぐ帰る

●�帰ったらすぐ冷蔵
庫へ入れる

●�入れるのは7割程
度にする

●�冷蔵庫は10℃以下、
冷凍庫は－15℃以
下に維持する

●作業前に手を洗う
●加熱を十分にする
●台所を清潔にする
●�調理を途中で止め
たら食品は冷蔵庫
へ入れる

●�電子レンジを使う
ときは均一に加熱
されるようにする

●�早く冷えるように
小分けする

●�時間が経ち過ぎた
り、ちょっとでも
怪しいと思ったら
捨てる

●�温めなおすときは
十分に加熱する

●�食事の前に手を
洗う

●�盛り付けは清潔な
器具、食器を使う

●�長時間室温に放置
しない

●こまめに手を洗う
●�肉・魚は生で食べ
るものから離す

●�肉・魚を切ったら
洗って熱湯をかけ
ておく

●�包丁などの器具、
ふきんは洗って消
毒する
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※�有効期限が１年延長されていま
す。「有効期限2020年３月」と
表示されていても、2021年（令
和３年）３月まで使用できます。
検査回数　１回
※�平成26年４月以降の抗体検査
の記録がある場合は検査不要
接種回数　１回
※�抗体価が十分でない場合のみ接
種が必要
検…査・接種場所　全国の実施医療
機関など（厚生労働省ホーム
ページ参照）
持ち物
▷�抗体検査：クーポン券、本人確認
書類（免許証など住民登録の市
区町村がわかるもの）
▷�予防接種：クーポン券、本人確認
書類、風しん抗体検査結果票等
（十分な抗体価がないことが確
認できる書類）
その他

▷�亀山市から転出した人で、風し
ん抗体検査・予防接種を希望す
る場合は、転出先の市区町村が
発行するクーポン券が必要とな
りますので、転出先の市区町村
にお問い合わせください。
▷�対象者の人で、お手元にクーポ
ン券がない場合や亀山市へ転入
した場合は、クーポン券を発行
しますので、長寿健康課健康づ
くりグループまでお問い合わせ
ください。

風しん追加的対策について
～成人男性の風しん抗体検査と

予防接種について～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　昭和37年４月２日～昭和54年４
月１日生まれの男性は、無料クーポ
ン券を使って風しんの抗体検査を
受け、十分な抗体価がない人は予防
接種を受けることができます。
無料クーポン券送付対象者

生
年
月
日

昭和47年
４月２日～
昭和54年
４月１日

昭和37年
４月２日～
昭和47年
４月１日

送
付
時
期

令和元年
５月末

令和２年
３月末

有
効
期
限

令和３年
３月31日※

令和４年
３月31日

６月の納期６月の納期
（納期限・口座振替日）（納期限・口座振替日）

６月30日（火）
市・県民税 第１期
介護保険料 第２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 上水道課上水道管理グループ（☎97ー0621）

市では、「水道週間」に合わせて次の事業を行います。市では、「水道週間」に合わせて次の事業を行います。
 ひとり暮らしの高齢者宅のパッキンを交換します ひとり暮らしの高齢者宅のパッキンを交換します
　65歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、蛇口の
不良パッキンの無料交換と宅内漏水の確認を上水道課
職員が行います。
※�確認の結果、漏水修理を行う場合は、市指定給水装置
工事事業者に依頼してください（修理費は自己負担）。

実施期間　６月８日（月）～12日（金）
申込期間　６月１日（月）～５日（金）
申 込方法　上水道課上水道管理グループへ電話または
直接お申し込みください。
※混合水栓（レバー式の蛇口）などは交換できません。

蛇口パッキンを無料でお渡しします蛇口パッキンを無料でお渡しします
　皆さんのご家庭では、蛇口の締り
が悪くポタポタと水がこぼれたりし
ていませんか？節水のため、家庭用
蛇口パッキンまたは節水コマ（直径
13mm）を無料でお渡しします。
※数に限りがありますので、お早めにお越しください。
配布期間　６月１日（月）～５日（金）
配布場所　市役所１階案内窓口、あいあい窓口、
　　　　　上水道課（関支所２階）、加太出張所

「飲み水を…未来につなごう…ぼくたちで」「飲み水を…未来につなごう…ぼくたちで」
第62回「水道週間」スローガン

　水道週間は、日常生活に欠かせない「水道」について、皆さんに理解
と関心を深めてもらうことを目的に、毎年全国で実施されている取
り組みです。
　あるのが当然と考えてしまう水道水ですが、この機会に水の大切
さを考えてみましょう。

６月１日（月）～７日（日）は水道週間６月１日（月）～７日（日）は水道週間
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

師がお応えします。
と　き　６月23日（火）
　　　　①午前９時30分～
　　　　②午前10時～
　　　　③午前10時30分～
　　　　④午前11時～
※�①②③④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
対…象者　市内に住所を有する妊婦
または産婦
定　員　４組(先着順)
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
受付開始日　６月５日（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。

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、生活支援などを紹介
します。
と　き　６月25日(木)
　　　　午後１時30分～３時
と…ころ　（公社）亀山市シルバー人
材センター会議室（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、薄い板状の本
体に、タッチして操作できる液
晶画面が組み込まれたパソコン
のこと。
※練習用タブレットは主催者が用意

各種検診・教室
ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0203）

と　き　６月16日（火）
　　　　午前10時30分～11時
ところ　関子育て支援センター　
　（関認定こども園アスレ内）
内　容　親子で守ろう歯の健康
講…　師　長寿健康課健康づくりグ
ループ保健師･歯科衛生士
対…象者　０歳～就学前の乳幼児と
その保護者
参加費　無料
※事前の申し込みは不要

助産師による授乳相談
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

レジ袋有料化　7月1日スタート

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは各問合先にご確認ください。

小売業等の事業者の皆さんは、法令に基づく対応の準備をお願いします。

環境
コラム 始めよう！地球にやさしい生活を。

環境課環境創造グループ（☎96－8095）
　６月５日は「環境の日」です。これは、1972年６月５日からストックホルムで開催された「国連人間環境会
議」を記念して定められたものです。国連では、日本の提案を受けて６月５日を「世界環境デー」と定めており、
日本では環境基本法で「環境の日」を定めています。
　また、平成３年度から、毎年６月を「環境月間」とし、全国でさまざまな取り組みが行われています。
　市でも環境保全活動の取り組みの一環として、クールビズや緑のカーテン活動の推進、市域の環境状況が良
好に保たれているかの調査などに取り組んでいます。
　皆さんも、６月５日「環境の日」をきっかけに、地球にやさしい生活を始めましょう！

令和２年7月1日より
レジ袋有料化がスタートします。

環境課廃棄物対策グループ（☎82－8081）
　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）に関する省令が改正
され、令和２年７月１日から全国で一律にプラスチック製買物袋の有料化がスタートします。
　プラスチックは、軽量で成形しやすい、着色しやすいなどの利点から、様々な製品に利用されており、私たち
の生活に欠かせないものとなっています。一方で、毎年、膨大な量のプラスチックが生産され、消費され、捨て
られることにより、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの深刻な問題を引き起こしています。普段何
気なく使用しているレジ袋を含む使い捨てプラスチックが本当に必要なものなのか考え、マイバッグを携行
し、環境にやさしい社会の実現にご協力ください。

詳しくは

外出時にはマイバッグを携行しよう。
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図書館だより（6月）図書館だより（6月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

の欠格条項に該当する人は応募
できません。
任…用期間　令和２年７月１日～令
和３年３月31日
※�勤務成績が良好な場合、再度任
用される場合あり
勤…務時間　原則として午前８時
30分～午後５時15分（７時間
45分以内）
勤…務日数　月平均20日以内（土・
日曜日、祝日、年末年始は休み）
※�イベントなどで土・日曜日、祝日
に勤務する場合あり
勤務場所　関支所
報　酬　時間給1,000円（予定）

手…　当　期末手当（勤務時間等の
条件あり）
通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
社…会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険
募…集期間　６月１日（月）～12日
（金）必着
応…募方法　文化スポーツ課国体推
進グループ(〒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。
※応募者については面接を実施予定

募　集
国体推進員（非常勤職員）の募集
文化スポーツ課国体推進グループ

（☎96－1225）
募集人数　１人
業…務内容　国体の開催準備に係る
受付、パソコン入力、書類作成業
務など
応…募資格　原則として令和２年７
月１日から勤務可能な人
※�「禁錮以上の刑に処せられ、その
執行を終わるまで又はその執行
を受けることがなくなるまでの
者」など、地方公務員法第16条

『お茶壷道中』　梶よう子／著　
KADOKAWA（2019年３月刊）
　将軍に献上される碾茶を毎年初夏
に宇治から江戸へ運ぶ、お茶壺道中。
その行列を何より楽しみにしてい
る、宇治出身の仁吉は日本橋の葉茶
屋の奉公人。
　幕末を舞台に天性の才と努力は仁
吉をどこに導くのか？

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

『茶
ちゃせん

筅の旗』　藤原緋沙子／著
新潮社（2017年9月刊）
　京都、宇治。極上茶を仕立てる「御
茶師」修行に励む娘がいた。名前は朝
比奈綸。
　徳川・豊臣決戦という戦乱の時代
に翻弄された、茶園主たちの知られ
ざる闘いと、それを通して成長する
綸の半生を描く。

～新着だより～
●木になった亜沙／今村夏子
●怖い患者／久坂部羊
●バスへ誘う男／西村健
●月のケーキ／ジョーン・エイキン
●英単語類義語事典／佐藤誠司
●中島かずきと役者人／中島かずき
●ホークス３軍はなぜ成功したのか？
　／喜瀬雅則
●ねずみくんはめいたんてい／なかえよしお
●どうぶつクッキー／彦坂有紀
●つまさきもじもじ／あんのくるみ
●せんとてん／ヴェロニク・コーシー
●ゆりの木荘の子どもたち／富安陽子
●オランウータンに会いたい／久世濃子
●はじめてのはたらくくるまずかん

ほか395冊

休館日 市立図書館…毎週火曜日、26日（金）
関図書室…毎週月曜日、26日（金）

図書館の新刊雑誌カバーに図書館の新刊雑誌カバーに
広告を載せてみませんか？広告を載せてみませんか？

　市立図書館では、雑誌コーナーに並べ
られている新刊雑誌のスポンサーになっ
ていただける企業・団体・個人事業主を引
き続き募集しています。詳しくは、当館
に直接お問い合わせいただくか、図書館
ホームページをご覧ください。

６月の図書館イベントは中止
します。最新の情報は、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

６月５日（金）～11日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「かめやま健康マイレージの
取組紹介」
６月12日（金）～18日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「６月は環境月間です」

※（　）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
（４月末時点［暫定］・亀山署管内）

22件（－16） １人（－２） 28人（－20） 344件（－80）
亀山警察署（☎82－0110）

応…募資格　次のすべての要件を満
たす人
◆�令和２年４月１日において市内
に在住する満20歳以上の人
◆�学校教育に関心があり、意見を
述べることができる人
◆�本市の他の審議会等の公募委員
でない人
◆�平日の昼間に開催する会議に出
席できる人（令和２年度は２回、
令和３年度は６回を予定）
◆�地方公務員法第16条および学
校教育法第９条の欠格条項に該
当しない人
募集期限　６月15日（月）
　　　　　（当日消印有効）
応…募方法　申込書に必要事項を記
入の上、次のテーマから１つ選
び、レポート（Ａ４用紙に400字
～800字程度）を作成し、教育委
員会学校教育課教育支援グルー
プ（〒519－0195�本丸町577）
へ持参または郵送してください。
テーマ
◆�亀山市の豊かな教育資源を活か
した創造的な教育
◆�すべての学びを支え、心をはぐ
くむ教育
◆�子どもの未来を拓く教育環境の
整備
※�申込書は、教育支援グループに
あります。（教育委員会ホーム
ページからもダウンロード可）
選…考方法　申込書とレポートによ
る書類審査を行い、審査通過者
のみ、面接選考を行います。
そ…の他　日額7,100円（交通費・税
含む）を支給します。

長期休暇子どもの居場所事業
（夏休み）利用者を募集
子ども未来課子育てサポートグループ
（あいあい　☎96－8822）
　保護者が就労などの理由により、
家庭で見守ることができない小学
生のお子さんを対象に、夏休み期
間中の居場所づくりを行います。
と…　き　８月１日（土）～22日（土）
　　　　午前８時～午後７時
※�日曜日、祝日、13日(木) ～15日
(土)を除く
と…ころ　青少年研修センター２階
和室
対象者　市内に在住する小学生
定　員　40人程度
料　金　14,000円（定額）
※�行事費用などの実費が別途必要
になる場合があります
申込期限　６月22日（月）必着
申…込方法　子ども未来課子育てサ
ポートグループへ、申込書を提
出してください。
※�申込書は、子育てサポートグルー
プにあります（市ホームページ
［子育てサポートグループのペー
ジ］からもダウンロード可）。

学校教育ビジョン策定委員会
公募委員を募集
教育委員会学校教育課

教育支援グループ（☎84－5076）
　市の学校教育の基本方針および
目指す子ども像を明らかにする亀
山市学校教育ビジョンを策定する
ため、「亀山市学校教育ビジョン策
定委員会」の公募委員を募集します。
募集人数　若干名
活…動内容　小・中学校や幼稚園の
将来にわたる学校教育の在り方
や学校教育の更なる充実、運営
に関する諸問題等に関する提言
など
任…　期　令和２年７月上旬から学
校教育ビジョンの策定の日まで
※令和２、３年度の２カ年を予定

　亀山市には、日本書紀に登
場する日

やまとたけるのみこと

本武尊や弟
おとたちばなひめ

橘媛にま
つわる逸話や言い伝えが多く
残っています。11月まで、ク
イズ形式で日本武尊を紹介し
ます。

日本武尊には別の名前がありまし
た。どう呼ばれていたでしょうか？
①小

お う す の

碓尊
みこと

　②稚
わ か

武
たけひこの

彦王
み こ

③大
おおうすの

碓皇
み こ

子　④稚
わ か

倭
やまと

根
ね こ の

子皇
み こ

子
(答えは6月16日号をご覧ください)

日本書紀編さん
1300年
ヤマトタケルクイズ

６月の問題

※�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。

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
　掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは各問合先にご確認ください。
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