
湯ったりお風呂の日
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎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15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
※�住所と年齢が確認できるものを
持参してください。
※�当日、65歳未満の人は入場でき
ませんのでご了承ください。
※�介助が必要な場合は、介助者（同
性に限る）も無料で利用できます。
そ…の他　入場制限を設けています
ので、入場までお待ちいただく
場合があります。
　�また、マスクの着用、事前の手
洗い、手指消毒、「３つの密」の
防止にご理解とご協力をお願
いします。

「亀山７座トレイル」
～地図を持って高畑山へ！～

地域観光課観光交流グループ
（☎96－1215）

　連れて行ってもらう登山から、
ひとりで行ける登山へ！登山技術
を向上させ、鈴鹿山脈南部の自然
にふれる機会として、地図を読み
ながら高畑山と周辺の山々を登る
登山イベントを開催します。
と　き　９月26日（土）　
　予備日10月３日（土）
　両日とも午前９時～午後３時ごろ
※�天候などにより、中止にする場
合があります。
登山場所　
　高畑山（773m）と周辺の山々
集合場所　坂下地区内臨時駐車場
※�詳しくは、申込終了後、郵送でご
案内します。
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

※�通院中の人や心疾患がある人は
ご遠慮ください。
定　員　10人（先着順）
参加費　無料
申込期間　９月７日（月）～11日（金）
申…込方法　地域観光課観光交流
グループへ直接お申し込みく
ださい。
持…ち物など　リュックサック、登
山用コンパス、筆記用具、昼食、
飲み物、タオル、軽食など
※地形図は主催者で準備します。
服…装など　登山に適した服装、雨
具、登山靴、帽子、手袋など
そ…の他　登山コースには、急な上
りや下り、ロープを使用すると
ころがあります。また、コース途
中にトイレはありません。
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
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
の人、専門職などが気楽に集い、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
…元気丸カフェ…
と　き　９月15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　９月25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）

もよおし
かめやま文化年2020

～かめやま歴史の道ウォーキング～
かめやま文化年プロジェクト実行
委員会事務局（文化スポーツ課文化
共生グループ内　☎96－1223）
　市の歴史文化に触れる機会とし
て、旧東海道の亀山宿と関宿を巡
るウォーキングイベントを開催し
ます。
と…　き　10月10日（土）�午前９時
30分～午後２時45分（小雨決行）
※受付は午前９時15分～
集　合　JR亀山駅�午前９時30分
　　　　（午前９時40分出発）
コ…ース　JR亀山駅→亀山城多門櫓
→加藤家屋敷跡→青木門跡→旧舘
家住宅→京口門跡→旧佐野家住宅
→野村一里塚→神辺地区コミュ
ニティセンター（昼食）→東追分→
いっぷく亭木崎町→御馳走場→関
の山車会館→関まちなみ資料館→
百六里庭→関宿旅籠玉屋歴史資料
館→いっぷく亭地蔵町→道の駅関
宿→JR関駅（約8.3km）
※�説明箇所などは変更する場合が
あります。
※起終点が違うのでご注意ください。
定　員　20人（先着順）
対象者　小学生以上の人
※小学生は保護者の同伴が必要
参加費　無料（参加記念品あり）
持…ち物　弁当、飲み物、タオル、マ
スクなど
申込期間
　９月10日（木）～10月２日（金）
申…込方法　文化スポーツ課文化共
生グループへ電話または直接お
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

介護保険課指導グループへファ
クスでお申し込みください。
そ…の他　事業者募集内容や申込
書等については、鈴鹿亀山地区
広域連合ホームページ（http://
www.suzukakameyama-
kouiki.jp/）をご覧ください。

お知らせ
関の山

や ま

車会館
臨時休館のお知らせ

文化スポーツ課
まちなみ文化財グループ（☎96－1218）
　関の山車会館では、館内のくん
蒸作業を行うため、臨時休館します。
ご理解とご協力をお願いします。
休館期間　９月８日（火）～11日（金）

新型コロナウイルス感染症の影響
による介護保険料の減免について

市民課医療年金グループ
（☎84－5005）

対象者・減免額
①�新型コロナウイルス感染症によ
り、主たる生計維持者が死亡ま
たは重篤な傷病を負った世帯の
第１号被保険者
　�減免額�　保険料の全額
②�新型コロナウイルス感染症の影
響により、主たる生計維持者の
事業収入等（事業収入、不動産収
入、山林収入、給与収入）の減少
が見込まれ、次の要件のいずれ
にも該当する第１号被保険者
・�事業収入等のいずれかが、令和
元年に比べて３割以上減少する
見込みであること
・�減少が見込まれる事業収入等に係
る所得以外の令和元年の所得の合
計額が400万円以下であること

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　９月17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。（音声案内に従って①→②を
選択）
※�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
[https://www.nenkin.go.jp/]
からダウンロード可）が必要です。

令和３年度指定予定地域密着型
サービス事業者公募説明会

鈴鹿亀山地区広域連合（☎059－
369－3205、FAX059－369－
3202）
　令和３年度指定予定地域密着型
サービス事業者公募説明会を行い
ます。
と　き　９月29日（火）�午前11時～
ところ　鈴鹿市役所12階1203会議室
内…　容　定期巡回・随時対応型訪
問介護看護、看護小規模多機能
型居宅介護に関する施設整備に
ついて
対…象者　亀山市や鈴鹿市で地域密
着型サービス事業を計画してい
る法人
申込期限　９月23日（水）
申…込方法　鈴鹿亀山地区広域連合

　��減免額�　保険料の一部（対象
者ごとに計算）

減…免対象　納期限（年金特徴の場
合は年金支給日）が令和２年２
月１日～令和３年３月31日ま
での保険料
申…込方法　申請には、医師の診断
書や令和元年の収入が分かる
もの、令和２年１月から申請ま
での収入が確認できるものな
どが必要です。
　�詳しくは、市民課医療年金グ
ループへお問い合わせください。

亀山市長選挙の日程
選挙管理委員会事務局

選挙管理グループ（☎84－5017）
　令和３年２月５日任期満了に
伴う亀山市長選挙の日程は次の
とおりです。
告…示日　令和３年１月24日（日）
　（立候補届出日）
投開票日　令和３年１月31日（日）

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
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
ものを除くすべての屋外広告物に
点検が義務付けられました。
　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。
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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
（あいあい　☎84－3316）
　９月10日～16日は「自殺予防
週間」です。日ごろから、体とここ
ろの過労を予防することは健康で
過ごすために大切なことです。
　こころの病気は誰にでも起こり
ます。こころの変調に気付いたら、
専門医に相談しましょう。
　また、あなたの周りの大切な人
を守るためには、日々の生活の中
での気付き（家族や仲間の変化に
気付いて声を掛ける）、聴き（本人
の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
専用サイト（https://www.city.
kameyama.mie.jp/soshiki/
kenfuku/cyoujyu/kenzuku/
docs/2015010900170/）を
開いて、画面の指示に従い操作
してください。

各種検診・教室
糖尿病教室開催のお知らせ

市立医療センター病院総務課
（☎83－0990）

　初めて糖尿病と診断された人、
「血糖値が高い」と言われているけ
れど、どうしたらよいか悩んでい
る人など、ぜひ一度、糖尿病教室に
参加してみませんか？
とき・テーマ
①９月30日（水）
・糖尿病とは？
・糖尿病と腎臓の病気
②10月22日（木）
・運動療法
③11月26日（木）
・糖尿病と眼の病
・薬物療法
④令和３年１月28日（木）
・体調を崩した時の対応
・糖尿病の検査
⑤令和３年２月25日（木）
・食事療法
※�時間はいずれも午後2時～3時
30分
ところ　市立医療センター
対…象者　糖尿病の治療を受けてい
る人や関心のある人
定　員　15人（先着順）
参加費　無料
申…込方法　市立医療センター病院
総務課へ電話でお申し込みくだ
さい。
※�申込期間は、決まり次第自治会
の回覧などでお知らせします。
持ち物　飲み物、筆記用具
そ…の他　当日検温を行い平熱であ
ることを確認し、マスク着用で
ご参加ください。

オンラインゲームの高額
請求にご注意ください！

鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

　「子どもがオンラインゲームで
有料アイテムを購入し、カード会
社から高額な請求がきた」という
相談が寄せられています。
　子どもによる保護者の意図しな
いインターネット利用を防ぐには、
利用制限機能を活用することが有
効です。また、クレジットカード情
報や暗証番号の管理にも十分注意
をしてください。
　トラブルになった場合は、消費
生活センターへご相談ください。

結核を予防しましょう
～９月24日から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
（あいあい　☎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。最初
は風邪に似た症状で始まりますが、
２週間以上、咳やタン、発熱（微熱）
などの症状が続くのが特徴です。
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核
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の予防接種が有効
です。生後１歳未満のお子さんは、
BCGの予防接種を受けましょう。
　また、定期的に健診を受ける、風
邪のような症状が長く続くような
ら病院を受診するなど、ほかの人
への感染を防ぐため、早期発見、早
期治療が大切です。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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、生活支援などについ
てご紹介します。
と　き　９月24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　直接、（公社）亀山市シ
ルバー人材センターへ電話で申
し込みください。
※�体験用タブレットは主催者が
用意

Let's! コグトレ　参加者募集
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　TEL84－3312）
　運動と認知トレーニングを組み
合わせた「コグニサイズ」を中心に、
自宅でも取り組める体操を行いま
す。生きがいづくりの機会として、
取り組んでみませんか。
と　き　９月14日（月）、28日（月）
※いずれも午後１時30分～３時
ところ　あいあい
対…象者　市内に住所を有する65
歳以上の人

高齢者在宅訪問歯科健診
市民課医療年金グループ

（☎84－5005）
　口腔ケアでお口の中の細菌を減ら
し、お口の機能と健康の維持・増進を
図ることは大切です。まずは、お口の
状態をチェックしてみませんか？
健…診期間　10月１日（木）～令和
３年３月31日（水）
対象者　次のすべてに該当する人
①�市内在住で後期高齢者医療制度
被保険者
②�通院することができない在宅の
要介護状態の人
定　員　20人（先着順）
受診料　無料
申…込方法　市民課医療年金グルー
プへ電話または直接お申し込み
ください。
健診委託実施機関　
　（一社）亀山歯科医師会

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
師がお応えします。
と　き　９月23日（水）
　　　　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　９月２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。

持…ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装
※マスク着用で参加をお願いします。
定　員　各10人（先着順）
参加費　無料
申込開始日　９月２日（水）
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。

テニス教室（後期）
西野公園体育館（☎82－1144）
　初級者、中級者を対象にした硬
式テニス教室です。テニスが初め
ての人にも丁寧に指導します。
と…　き　９月15日～10月27日の
火曜日　午前９時30分～11時
（９月22日を除く全６回）
ところ　西野公園庭球場
対象者　18歳以上の人
定　員　20人程度（先着順）
参加費　3,300円
※�スポーツ保険料が別途必要（年
間保険に加入の人は不要）
持…ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装
申込開始日　９月３日（木）
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。
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持…ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装
申込開始日　９月３日（木）
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。

幼児・キッズ・ジュニア
短期水泳教室（後期）

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　お友達と一緒に水遊び、泳ぐこ
との楽しさを学びませんか？
　水が怖い子からクロールを上達
させたい子まで、各クラスに分か
れレベルアップを目指します！�
と　き　

▽ �月曜日コース…10月５日～11
月23日の毎週月曜日（全８回）

▽ �金曜日コース…10月２日～11
月20日の毎週金曜日（全８回）
対象者・教室時間

▽幼児（３歳～未就学児）
　午後３時～４時

▽キッズ（５歳～小学生低学年）
　午後４時～５時

▽ジュニア（小学１年生～６年生）
　午後５時～６時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
定　員　各15人（先着順）
参加費　8,800円
※�スポーツ保険料が別途必要（年
間保険に加入の人は不要）
持…ち物　水着、キャップ、タオル、
ゴーグル
申込開始日　９月４日（金）
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。

募　集
甲種防火管理者

資格取得講習会の受講者募集
消防本部予防課予防グループ

（☎82－9492）
　一定規模以上の店舗や工場など
は、防火上必要な業務を行うため
に防火管理者を選任することが義
務付けられています。この資格を
取得するための甲種防火管理者資
格取得講習会を開催します。
と…　き　10月17日（土）、18日（日）
　　　　午前９時30分～午後４時
※２日間の受講が必要です。
ところ　亀山消防庁舎
　　　　（野村四丁目1－23）
定　員　30人（先着順）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込期間

▽市内在住・在勤の人
　９月23日（水）～10月9日（金）

▽そのほかの人
　10月５日（月）～９日（金）
※�いずれも土・日曜日を除く午前
９時～午後５時
申…込方法　亀山消防庁舎または
各分署にある申請書（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
予防グループへお申し込みくだ
さい。
※�申し込みには、印鑑と証明写真
（縦４cm×横３cm）が必要です。

キッズ・ジュニアテニス教室
（後期）

西野公園体育館（☎82－1144）
　初心者と初級者の子どもを対象
にした硬式テニス教室です。硬式
テニスを体験してみませんか？
と…　き　９月17日～11月５日の
毎週木曜日（全８回）
ところ　西野公園庭球場
対象者・教室時間

▽キッズ（年長～小学２年生）
　午後３時30分～４時20分

▽ジュニア（小学３年生～６年生）
　午後４時30分～５時20分
定　員　各10人程度（先着順）
参加費　4,800円
※�スポーツ保険料が別途必要（年
間保険に加入の人は不要）
持…ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装
申込開始日　９月３日（木）
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。

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　９月15日～10月27日の
火曜日　午前９時30分～11時
30分（９月22日、10月13日を除
く全５回）
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）
参加費　3,400円
※�スポーツ保険料が別途必要（年
間保険に加入の人は不要）

14 広報かめやま　令和２年９月１日号



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

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

　午前８時30分～午後５時15分
※３日間すべての受講が必要
ところ　亀山消防署北東分署
　　　　（長明寺町842－1）
募集人数　24人（先着順）
受講料　無料
持…ち物　応急手当指導者標準テキ
ストガイドライン2015対応
　（東京法令出版［定価：3,740円］）
※�事前に各自で用意し、持参して
ください。
申…込期間　９月16日（水）～10月
23日（金）

「応急手当普及員」講習会
受講者の募集

消防署警防課救急グループ
（☎82－9499）

　事業所や自治会、自主防災組織
などで、普通救命講習（心肺蘇生法
やAEDの取り扱いなど）を指導し
ていただく人を養成するために、
応急手当普及員講習会を開催しま
す。講習修了者には「応急手当普及
員」の認定証を交付します。
と…　き　11月13日（金）、20日（金）、
27日（金）

申…込方法　消防署警防課救急グ
ループへ電話または直接お申
し込みください。

『やっぱり・しごとば』
鈴木のりたけ／著
ブロンズ新社（2020 年 2 月刊）
　仕事の現場をイラストで楽しく紹介
する人気シリーズ。今回は厩務員、プ
ロサッカー選手、恐竜学者、プログラ
マー、探検家、オーケストラ団員、料理
研究家、吹きガラス職人、医師を収録。

図書館の本棚から

一
　
般

児
　
童

『ぼくは本を読んでいる』
ひこ・田中／著
講談社（2019年1月刊）
　家の「本部屋」で見付けた本を、両
親に隠れて読みたくなったルカ。こ
の「読書」が友達との日常に、どのよ
うに変化していくのか―。

～新着だより～
●私が愛したトマト／高樹のぶ子
●今日から始めるコツコツのコツ
●せきれいの詩／村木嵐
●さだの辞書／さだまさし
●地上最強の男／百田尚樹
●来世の記憶／藤野可織
●陽眠る／上田秀人
●ぶーらんぶーらん／ミヤタタカシ
●�サンキュー、ヒーロー／パトリシア・ヘガティ
●トムソーヤーを育てる水族館／安部義孝
●氷室のなぞと秘密基地／中谷詩子
●まりもとぼく／きくまき
●タコとイカはどうちがう？／峯水亮
●おむすびころりん�はっけよい！／森くま堂

ほか492冊

休館日 市立図書館…毎週火曜日、20日（日）～25日（金）
関図書室…毎週月曜日、20日（日）～25日（金）

図書除菌機を設置しました
　市立図書館では、利用者の皆さん
に安心して本を借りていただくた
め、図書除菌機を設置しました。
　紫外線で除菌し、風でごみやにお
いを取る機械です。操作方法は、本
を入れてスイッチを押すだけです。
ぜひご利用ください。

図書館からのお知らせ
　蔵書点検作業を９月20日（日）から25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。

　イベントの開催については、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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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。
※�試験会場は下の表をご覧くだ
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。
出願期間　９月９日（水）～18日（金）
※当日消印有効
※�電子申請の場合は９月６日（日）
午前９時～15日（火）�午後５時

試験会場（近隣地区のみ）

…予備講習会…
　亀山市防火協会では、乙種第４
類の受験者を対象に予備講習会を
開催します。
と　き　10月３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　９月１日（火）～18日（金）
　（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、予防課危険物グ
ループへお申し込みください。

亀山市民ネット登録団体の募集
まちづくり協働課

市民協働グループ（☎84－5008）
　「亀山市民ネット」は、市民協働
センター「みらい」ホームページ
（http://www.shimin-kyodo.
sakura.ne.jp/shiminet/）に市民
活動団体の紹介ページを掲載する
ことで、広く市民の皆さんに活動
内容を知ってもらい、その活動の
幅を広げるために登録していただ
くものです。
　保健医療、福祉、社会教育など
14のカテゴリーに分類され、子育
て支援団体や陶芸団体など各団体
の詳細や写真を掲載しています。
※�登録ができるのは、市内で活動
している団体です。
説明会を開催します
　登録は随時受付していますが、
次の日程で説明会を開催します。
　この機会に、まだ登録していな
い団体や登録していても利用方法
を再確認したい団体など、ぜひご
参加ください。
と　き

▽９月25日（金）�午後６時～

▽９月29日（火）�午前10時～
※いずれも１時間程度
と…ころ　市民協働センター「みらい」
１階多目的ホール
定　員　各回10人（先着順）
参加費　無料
申…込方法　まちづくり協働課市民
協働グループへ電話でお申し込
みください。 人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

37件（－21） 575件（－206）１人（－２） 52人（－21）

令和２年交通事故発生状況
（７月末時点[暫定]・亀山署管内）

※（　）内は前年同期比の増減数
～STOP！あおり運転～

令和２年６月30日から妨害運転罪が創設されました。
あおり運転は犯罪‼…運転免許取消‼

　あおり運転の罪は、道路交通法の改正により「妨害運転罪」という名前で創設
されました。
　妨害運転とは、他の車両に対して、割込み、急ブレーキ、車間距離を詰めた運
転など道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為や、高速道路等
で他の車両を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせる行為を言います。
　妨害運転は、大変危険で人の命に係わる犯罪ですので、絶対にやめましょう。

亀山警察署（☎82－0110）

11月７日（土） 11月14日（土） 11月15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 乙種第４類

丙種
鈴鹿地域職業訓練センター

（鈴鹿市）
乙種第４類
丙種 乙種第４類

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

＜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
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料

オリジナルジャンボ絵本
　「ヤマトタケル」の読み聞かせ
と　き　９月20日（日）
　　　　①午前10時～10時30分
　　　　②午前11時～11時30分
ところ　歴史博物館講義室
内…　容　亀山絵本と童話の会によるオリジナルジャ
ンボ絵本の上演を行います。

定　員　各回10人（先着順）
申…込方法　９月２日（水）から開催日前日までに歴史
博物館へ電話または直接お申し込みください。

連続講演会（全５回）
第１回「はるかなるヤマトタケル
　　　　　～写本と講義からみる日本書紀～」
と　き　10月３日（土）�午後１時30分～３時
ところ　亀山市社会福祉センター３階集会室
内…　容　日本書紀は、繰り返し講義が行われ、書き写
されることによって現在までその内容が伝えられ
てきました。この講義や写本の豊かな世界を紹介
しながら、歴史書に描かれたヤマトタケルについ
て考えます。
講　師　皇學館大学文学部教授�遠藤慶太さん
定　員　40人（先着順）
申…込方法　９月２日（水）から開催日前日までに歴史
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＞
亀博自由研究のひろば　亀山の鉄道敷設130年
「亀山に汽車がやってきた。」
と　き　９月６日（日）まで
内…　容　明治23年に亀山に鉄道が敷かれてちょ
うど130年目。亀山に鉄道が敷かれた経緯や、
今に至るまでの亀山と鉄道との関わりを調べ
ます。昔なつかしいサボ（行先票）や制服など、
列車や亀山駅で実際に使われていたものも展
示します。

企画展示観覧料　無料

＜企画展示室＞
第35回企画展　日本書紀編さん1300年
「ヤマトタケル―その愛と死―」
と　きと　き　９月19日（土）～12月13日（日）
内…　容　日本書紀で語られる日

やまとたけるのみこと

本武尊の一生。な
かでも、亀山市にゆかりのある日本武尊終焉の
地である能褒野とその墓とされる能褒野王塚
古墳、そして日本武尊の妻である弟

おとたちばなひめ

橘媛。国を
形作る武人として描かれる日本武尊のストー
リーを改めてご紹介します。

企画展示観覧料　無料

・発熱や咳などの風邪症状が見られる人は参加を控えてください。
・…マスクの着用や手指の消毒など、新型コロナウイルス感染拡大
防止にご協力をお願いします。
・やむを得ず中止となる場合があります。

第35回企画展関連事業第35回企画展関連事業

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　１日（火）、23日（水）、29日（火）、７日（月）
～11日（金）（展示撤収のため）、14日（月）～18
日（金）（展示設営のため）

歴史博物館だより（９月）歴史博物館だより（９月）�� 歴史博物館（☎83－3000）
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備えて安心！備えて安心！  防災コラム防災コラム

問合先 防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

新型コロナ禍でも、地震災害時の避難行動は今までと変わりません！

　災害から命を守るために緊急的
に避難する施設または場所
※�地震時は、「一時避難場所」と位置付
け、原則として１自治会に１カ所以上
の施設や場所（広場や公園など）を指
定しています。

　地震が発生した場合、身の安全を確保した後、地域別に指定された指定緊急避難場所で被害状況や安否の確
認を行います。地震の影響による土砂災害等の二次災害のおそれがあるなど安全が確保できない場合や、被害
により自宅で生活できない場合は、ためらわずに指定避難所に避難しましょう。

指定緊急避難場所

　災害の危険がなくなるまで一定
期間滞在し、または災害により自宅
へ戻れなくなった居住者等が一時
的に滞在する施設
※�指定避難所では、可能な限りの換気、
消毒清掃等の感染症対策を講じます。

指定避難所地震発令

応募要件
　市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活
動を行う団体で、次の要件をすべて満たす市民活動団体

❶……市内に事務所（代表者の自宅でも可）を有し、市内で活動し
ていること

❷…市内に住所を有する者３人以上で構成していること
❸…規約または会則等を有していること
❹……令和３年４月１日時点で、２年以上継続的に活動を行った
実績を有し、今後も市内で活動を行う予定があること

❺……市民を主たる対象とする活動を行っていること（特別の
理由がない限り、市内全域で事業またはサービスの提供が
できる団体であること）

❻……専ら団体の構成員のみを対象としない活動をしているこ
と（自分たちだけの活動ではなく、事業またはサービスの
提供ができる団体であること）

❼…公序良俗に反する活動をしていないこと
❽…法令に違反する活動をしていないこと
❾…宗教活動または政治活動をしていないこと
❿……応援交付金の交付を受けようとする年度（令和４年度）に
市の補助金等や亀山市社会福祉協議会の助成金等の交付
を受けていないこと、または受ける予定がないこと

団体登録説明会を開催します
と　き
①９月17日（木）午前10時～
②９月24日（木）午後７時～
ところ
　市民協働センター「みらい」
※�新規の人はいずれかにご参加く
ださい。

問合先 まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

　　　　　市民活動応援制度
登録希望の市民活動団体を募集します！
令和３年度

申請期間
10月１日（木）～30日（金）10月１日（木）～30日（金）
　制度に登録することで、地域まちづく
り協議会や市民から受け取った応援券に
より、市から「応援交付金」が交付され、
活動資金としてご活用いただけます。
※�申請を受付した後、審査検証委員会の
審査を経て登録を決定します。
※�申請方法など詳しくは、まちづくり協
働課市民協働グループへお問い合わ
せください。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

と　き　令和３年３月８日（月）～14日（日）
　　　　午前10時～午後５時（最終日は正午まで）
ところ　市文化会館・中央コミュニティセンター
展…示作品　日本画、洋画、写真、書、彫刻・工芸の５部
門で、審査の結果、入賞･入選した作品など

出…品資格　高校生以上の年齢（出品時点）で、次の
いずれかに該当する人

①市内に在住、在学または在勤する人
②市内の美術系サークルに在籍する人
※該当しないと審査対象から除外する場合あり
出品規定

▽自己の創意工夫により制作した未発表作品に限る

▽各部門１人１点とする（２部門以上の出品は不可）

▽出品作品には所定の出品票を貼付する
　（申込後に市から配布）
出品料　500円（高校生は無料）
※作品搬入時にお支払いください。
申込期間　11月９日（月）～12月25日（金）
申…込方法　出品申込書に必要事項を記入の上、文化ス
ポーツ課文化共生グループへお申し込みください。
▷郵送…〒519－1192　亀山市関町木崎919－1
▷ファクス…0595－96－2414
▷Eメール…bunkakyosei@city.kameyama.mie.jp
※あて名は、文化スポーツ課文化共生グループ
※�この申込手続きがないと、作品を出品できません。
応募のきまりや作品募集要項をご確認ください。

※�作品募集要項と出品申込書は、市役所（１階受付）、
関支所、あいあい、加太出張所、市立図書館、歴史博
物館、市文化会館、各地区コミュニティセンターで
お受け取りください。また、市ホームページからも
ダウンロードできます。

作品搬入日　令和３年２月27日（土）
　　　　　　午前９時～正午（時間厳守）
作品搬入場所　市文化会館中央コミュニティセンター
褒…　賞　市長賞、議長賞、教育長賞、芸術文化協会
会長賞、岡田文化財団賞、奨励賞（予定）

作品規定
◉…日本画（水墨画、墨彩画、水彩画、版画を含む）
　�10号Ｍ～50号Ｓ以内で幅５cm以内の枠張りま
たは額装とすること。枠または額には、ヒートンお
よび吊りひもを付けること。
　�（ガラス・アクリル付額縁は不可。ただし、水彩画、
版画のみアクリル付額縁は可）
◉…洋画（油彩画、アクリル画、水彩画、パステル画、
版画、素描、その他）
　�10号Ｍ～50号Ｓ以内で幅５cm以内の枠張り
または額装とすること。枠または額には、ヒートン
および吊りひもを付けること。
　�（ガラス・アクリル付額縁は不可。ただし、水彩画、
パステル画、版画、素描のみアクリル付額縁は可）
◉写真（モノクロ、カラー）
　単写真、組写真ともに半切以上全紙まで。
　�いずれも75cm×65cm以内の木製パネル（マット
付も可）にレイアウトする。（額装、合成写真は不可）
◉書（篆刻（てんこく）、刻字、墨象を含む）
　仕上がり寸法は、①～⑧のいずれかであること。
　①半切枠（175cm×45cm）�縦横自由
　②３尺×３尺（91cm×91cm）�縦横自由
　③６尺×２尺（182cm×61cm）�縦横自由
　④６尺×2.6尺（182cm×79cm）�縦横自由
　⑤８尺×２尺（縦243cm×横61cm）�縦のみ
　⑥７尺×1.7尺（縦212cm×横52cm）�縦のみ
　⑦篆刻（45cm×35cm以内）�縦横自由
　⑧刻字（110cm×45cm以内）�縦横自由
　�（ガラス・アクリル付額縁や軸装は不可。ただし、篆
刻、刻字のみアクリル付額縁は可）。楷書体以外は、
所定の用紙で釈文を付けること。額装作品は、吊り
ひもを付けること。
※�令和２年度から釈文も展示しますので、必ず提出
してください。
◉彫刻・工芸（彫塑、陶芸、型紙、染色等を含む）
　（彫刻・彫塑）
　�立体造形で幅、奥行き、高さが1.0ⅿ×1.0ⅿ×1.0ⅿ
以内の作品。
　（工芸・陶芸）
　�平面作品は、２ⅿ×２ⅿ以内、立体作品は、幅、奥行
き、高さが1.0ⅿ×1.0ⅿ×1.0ⅿ以内の作品。
　�組物の場合は、正面からの配置が分かるように写
真または絵図で示すこと。　
　�著しく損傷しやすい作品、手動展示できない作品、
取り扱いが困難な作品、電源を使用するものは不可。
　�平面作品で額装の場合、ガラス付額装は不可。ヒー
トンおよび吊りひもを付けること。

作品募集作品募集
「第16回亀山市美術展」「第16回亀山市美術展」
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９月の納期９月の納期
（納期限・口座振替日）（納期限・口座振替日）

９月30日（水）
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。

問合先　亀山宿語り部の会
　（浅田　☎82－5638）

第43回市民スポーツ大会
　市民スポーツの普及および推進
のため、９月～令和３年２月に市
民スポーツ大会を開催します。
　新型コロナウイルス感染症の影
響により種目や参加人数に制限等
がありますが、感染防止に配慮し
て実施します。ご参加をお待ちし
ています。
※�開催種目・日時・場所や申込方法
など詳しくは、�NPO法人亀山
市スポーツ協会ホームページ
（URL https://www.kamesupo.
net）をご覧ください。
問…合先　NPO法人亀山市スポーツ
協会事務局（☎97－3686）

「全国一斉 司法書士による
手続支援のための養育費
相談会」開催のお知らせ
　三重県青年司法書士協議会は日
本司法書士会連合会と共催で、養
育費に関する電話相談会を開催し
ます。養育費でお困りの人は、ぜひ
ご相談ください。
と　き　９月12日（土）
　　　　午前10時～午後４時
相談日当日の専用ダイヤル
　 0120－567－301
相談料　無料
※事前の申し込みは不要
問…合先　三重県青年司法書士協議会
（山本　☎090－5035－1750）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

介護補助員講習
受講者の募集

　介護に関する基礎知識や基本的
な技術を学ぶための講習を開催し
ます。
と　き
①�11月24日（火）、25日（水）、12月
１日（火）、２日（水）
　いずれも午前10時～午後４時
②12月４日（金）
　時間については、別途連絡
※原則として①②の受講が必要です。
ところ　
①亀山市社会福祉センター
②�亀山地区介護事業所の見学
　（１時間程度）
定　員　15人（先着順）
参加費　無料
申込期限　11月17日（火）
申…込方法　（公財）介護労働安定セ
ンターへ電話でお問い合わせく
ださい。
問…合先　（公財）介護労働安定セン
ター三重支所（☎059－225－
5623）

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①９月17日（木）
　　　　②10月15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私の亀山宿案内グッズ
　　（語り部　尾﨑末廣さん）
　②�石井源蔵・半蔵兄弟の敵討ち
　　（語り部　草川喜種さん）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要

８月28日（金）～９月３日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「下水道の正しい使い方」
９月４日（金）～９月10日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「亀山プレミアム商品券「ＴＡ
ＫＥＲＵ」「たちばな」～みんな
で使ってまちを元気に～」
　�「雑がみ・その他色びんの分別
収集をはじめます！」

※�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。

　日
やまとたけるのみこと

本武尊が蝦
え み し

夷との戦いに向
かう途中、相

さ が み の く に

模国（神奈川県）か
ら上

か ず さ の く に

総国（千葉県）へ船で渡ると
きに海（浦賀水道）が荒れたとい
われています。このとき、海を渡
れるよう助けてくれたのは誰と
いわれているでしょう？
①宮

み や ず ひ め

簀媛　②両
ふた じ の い り び め の ひ め み こ

道入姫皇女
③吉

き び の あ な と の た け ひ め

備穴戸武媛　④弟
おとたちばなひめ

橘媛
（答えは９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

９月の問題
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