
　教科書採択に皆さんのご意見
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15日(火)～７月２日（金）
　　　　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く
ところ　亀山市社会福祉センター

　社会保険労務士が、年金の請求
や受給などの相談を受けます。年
金制度について、気軽にご相談く
ださい（予約制）。
と　き　６月17日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ　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
[ URL https://www.nenkin.
go.jp/]からダウンロード可）
が必要です。

　マイナンバーカード（個人番号
カード）を利用して、全国のコン
ビニエンスストア等のマルチコ
ピー機（キオスク端末）で、所得・
課税証明書が取得できます（市・
県民税の現年度分のみ）。
　コンビニ交付サービスでの令

と　き　６月６日（日）
　　　　午前10時～午後２時
ところ　亀山建労会館�駐車場
　　　　（栄町1488－69）
内　容　住宅に関する一切の相談
相…談員　三重県建設労働組合亀
山支部組合員（大工、建築士）、
銀行職員、市職員

　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。「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　６月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい2階栄養指導室
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25日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　老人福祉関センター
問合先　はなの家（☎96－0217）

　北勢第３地区教科用図書採択
協議会では、令和４年度用中学校
教科書（歴史的分野）の採択を行
います。

もよおし

お知らせ

無料住宅相談会
三重県建設労働組合亀山支部

（☎83－2500）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

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）

所得・課税証明書の取得には
便利なコンビニ交付サービスを

ご利用ください
税務課市民税グループ
（☎84－5063）

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）

小・中学校教科書展示会
教育委員会事務局学校教育課
教育支援グループ（☎84－5076）

和３年度(令和２年分)の証明書
は、６月７日（月）午前９時から取
得できます。
※�６月４日(金)午前６時30分～
午後11時および６月７日(月)
午前６時30分～９時は、メン
テナンスのため所得・課税証明
書のコンビニ交付サービスを
停止します。

手数料　１通200円
　�（本庁、関支所、あいあいの窓口
では１通300円）

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

　また、関宿、亀山宿、坂本棚田周
辺は、規模に関わらず事前に届出
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。

　「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　６月22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。

と　き　６月25日(金)
　　　　午後1時30分～3時
と…ころ　城北地区コミュニティ
センター
内…　容　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。
※�使用方法などを同世代のサ
ポーターが丁寧に説明します。

対…象者　高齢者本人やその家族
（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　
※�体験用タブレットは主催者が用意
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
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。

　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
　7月21日（水）～８月31日（火）
　午前７時30分～午後６時30分
※�日曜日、祝日、８月13日(金)、
14日（土）を除く

ところ
　�青少年研修センター２階和室、
研修室

対象者　市内に在住する小学生
定　員　50人程度
料　金　28,000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14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
ページからもダウンロード可）。

各種検診・教室

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）

６月６日～12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）

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）

　「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、
化粧品などの中にも可燃性蒸気
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。

　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
かな自然や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
事業者の皆さんとともにさまざまな
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また
は外観を変更することとなる色
の塗り替え工事などを行う場合
は、事前に届出が必要です。

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）

募　集
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）
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時頃（全５回）
※初回時に日程表をお渡しします。
と…ころ　亀山サンシャインパー
ク高塚池、鈴鹿川、宮川などの
近隣河川
対象者　高校生以上の人
定　員　５人（先着順）
参…加費　1人12,000円（年会費込み）
※�スポーツ安全保険料や昼食代
などが別途必要です。
申込開始日　６月15日（火）
申…込方法　Let’sスポーツわくわく

らぶホームページ（URL�https://
wakuwaclub.net/）からお申し込
みください。

　令和３年度カヌー（カヤック）
教室の会員を募集します。ワンラ
ンク上の大人のアクティビティ
を満喫してみませんか？
と　き
　�７月４日（日）、18日（日）の午
前９時30分～11時30分、
　�８月１日（日）、22日（日）、９月
５日（日）の午前９時～午後４

カヌー会員の募集
NPO法人Let’sスポーツわくわくらぶ
（事務局☎080－1608－6119）

碧と花電車の街………麻宮ゆり子／著
双葉社…（2018年4月刊）
　舞台は、昭和30年代の大須。終戦直後
に生まれた碧は、母親とふたり、この街
で映画監督になることを夢見て暮らし
ている。碧のゆるやかな成長とともに、
今とは別の形でにぎわっていた大須を
感じられるノスタルジックな作品。

絶滅危惧個人商店　　井上理津子／著
筑摩書房（2020年12月刊）
　なじみの商店の消失を憂える著者
が、個人で商売を続けている店を訪ね
歩く。食料品、衣類、自転車…その店の、
その店主たちの歴史はもちろん、時代
の移り変わりも見えてくる。近くなら
ば行ってみたい商店満載の一冊。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●南紀殺人事件／内田康夫
●MR／久坂部羊
●武士とジェントルマン／榎田ユウリ
●これでおしまい／篠田桃紅
●不動産のしくみと新常識／脇保雄麻
●心が震えるか、否か。／香川真司
●一冊でわかるスペイン史／永田智成ほか

●うそ／谷川俊太郎
●いってきますね／長田真作
●ウッソースやきそば／ささきみお
●えんそくねこねこ／長野ヒデ子
●いちばんたいせつなもの／斎藤貴男
●これが鳥獣戯画でござる／結城昌子
●日本庭園を楽しむ絵本／大野八生

ほか348冊

マミーズのおはなし会
6月5日(土)午後2時～　市立図書館（児童室）
大人による大人の読みきかせ
6月5日(土)午後3時～　市立図書館（児童室）
関おはなし会
6月9日(水)午後3時～　関文化交流センター
たんぽぽの会の紙芝居会
6月16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」
6月24日(木)午前10時～　市立図書館（児童室）

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館だより（６月）

図書館の新刊雑誌カバーに
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、当館へ直接
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。

図書館の本棚から

休館日
市立図書館…毎週火曜日、６/25（金)
関図書室……毎週月曜日、６/25（金)

６月の納期
（納期限・口座振替日）
６月 30日（水）

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

廃棄物（ごみ）の野外焼却は法律で禁止されています！
問合先　環境課環境創造グループ(☎96－8095） 　
　家庭ごみや刈り草などの廃棄物（ごみ）を庭先や空き地などの野外で焼却することは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。

●野外焼却が禁止されている理由
　野外焼却は廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため、燃やすものによっては非常に強い毒性を
持つダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。
　また、風が強い日や乾燥している日は、火災の原因にもなります。
●野外焼却には罰則があります
　法律に違反すると、「５年以下の懲役、1,000 万円以下の罰金又はこの併科（法人に関しては３億円以
下の罰金）」が適用される場合があります。
●廃棄物の処理方法
　廃棄物は、ごみ収集日に所定のごみ集積所へ出すか総合環境センター ( ☎ 82－ 8081)
へ直接持ち込むなど適正な処理を行ってください。
●例外的に認められている焼却の例
　○風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
　○たき火、キャンプファイヤーなどの木くずの焼却
　※�例外的に認められている焼却行為であっても、野外焼却を推奨しているものではあり
ません。煙や悪臭などで通報があった場合は、現場確認の上で消火をお願いすること
があります。

　※�野外焼却が行われており迷惑だと感じたときは、焼却行為の確認が必要なため、行われている最中に
通報してください。

地球にやさしい生活をしましょう！
問合先　環境課環境創造グループ(☎96－8095）
　６月５日は「環境の日」です。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、国連ではこの日を「世界環境デー」と、日本では「環境の日」と定めています。
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。
　市では、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しましょう！

廃棄物の不法投棄をしない、させない、見逃さない !
廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています～違反すると罰則が科せられます～
問合先　環境課廃棄物対策グループ(☎82－8081） 亀山市での不法投棄の現状

　不法投棄されやすい場所への監視カメラの設置
や不法投棄監視パトロールを実施していますが、
令和 2年度の回収件数や量は増加しており、道路
や個人が所有する土地などへの不法投棄が後を絶
ちません。
　市では、警察等と連携し、投棄者の特定や、投
棄物の早期発見、早期回収による不法投棄の抑止
を図っていますが、近年は家電リサイクル法でリ
サイクルが義務付けられている 4品目（テレビ、
エアコン、冷凍・冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機）
の不法投棄も増加している状況です。土地の所有者・管理者の皆さんへ

　自らが所有または管理する土地は、定期的に草刈りを行うなど、不法投棄をさせないための適切な管理
をお願いします。不法投棄でお困りの場合は、不法投棄抑止用看板を配布していますのでご利用ください。

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
回収量（トン）　　　回収件数

300

200
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0
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0

22.6 19.0 22.1 30.3

227 196 205
282（件） （トン）
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６月１日（火）～７日（月）は水道週間
「生活も　ウイルス予防も　蛇口から」

第 63 回「水道週間」スローガン

歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（６月）
＜常設展示＞
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

＜企画展示＞
第36回企画展「収蔵品から四季を探そう」
　と　き　６月13日（日）まで
　内…　容　私たちは昔から、生活に四季を取り入れ
て暮らしてきました。市内から集まってきた収
蔵資料にも、四季を感じられるものが多くあり
ます。この企画展では、「四季」という視点から見
た収蔵資料の魅力を紹介します。

　企画展示観覧料　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、14日（月）～18日（金）（展示撤収のため）、21日（月）～25日（金）（資料くん蒸のため）

問合先　上水道課上水道管理グループ(☎97－0621）

　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。

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蛇口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（火）～11日（金）
申込期間　６月１日（火）～７日（月）（土・日曜日を除く）
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
　蛇口の締りが悪くポタポタと水がこぼれて
いませんか？節約のため、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（火）～７日（月）
　　　　　（土・日曜日を除く）
配布場所　本庁１階受付、
　　　　　あいあい４番窓口、
　　　　　上水道課（関支所２階）、
　　　　　加太出張所
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

令和４年度亀山市職員を募集します

※次に該当する人は応募することができません。
(1)�地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該
当する人

(2)�永住者または特別永住者の在留資格を有しない
外国籍の人

※�外国籍職員の任用に関する基準は、８.を参照し
てください。

２．試験の日時、場所など
第１次試験
と　き　７月11日(日)　午前９時～
ところ　市役所本庁
試験科目　筆記試験（適性検査、専門試験、小論文）

第２次試験
と　き　８月１日(日)　午前９時～
ところ　市役所本庁
試験科目　プレゼンテーション、個別面接

３．市職員採用試験申込書等の提出・問合先
総務課人事給与グループ（市役所本庁２階）
〒519－0195　亀山市本丸町577番地
☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955

４．提出書類
(1)市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
(2)履歴書・身上書（市の指定するもの）
(3)�最終学校の卒業（見込み）証明書（卒業証書の写
しでも可）

　�（専門学校は最終学歴に含まない）
※�市職員採用試験申込書と履歴書・身上書は、市役
所本庁および関支所の受付にあります。また、市
ホームページからもダウンロードできます。

※�提出された書類は、採用試験でのみ使用します。
また、書類の返却はしません。

５．申込受付期間　６月１日（火）～25日(金)
※�午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日を除
く）
※�郵送による申し込みは、書留郵便に限ります。（６
月25日(金)必着）
※�新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点
から、郵送による提出にご協力をお願いします。

６．採用予定日
令和４年４月１日
※�卒業見込者を除いては、令和４年３月31日以前
を採用日とすることもあります。
※�合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、
その中から採用者を決定します。

７．給与等
給与は、亀山市職員給与条例の定めるところにより
支給します。

８．外国籍職員の任用に関する基準について
公権力の行使または公の意思の形成への参画にた
ずさわる公務員となるためには日本国籍を必要と
することから、外国籍の職員が就けない職務があり
ます。詳しくは、総務課人事給与グループへお問い
合わせください。

９．新規高等学校卒業者について
高等学校を令和４年３月までに卒業する見込みの
人を応募資格に含む亀山市職員（技術職（土木））の
採用試験については、改めて９月に行う予定です。

１．採用職種、採用予定人数および応募資格

採用職種 採用予定人数 応　募　資　格

技術職（土木） ２人程度

次の条件をすべて満たす人
(1) 平成３年４月２日以降の生まれで、高等学校以上の学校を卒業した

人またはこれと同等の資格を有する人
(2)土木技術の専門課程・科目を履修している人
(3)通勤可能な人

※今回は技術職（土木）のみを募集しますが、例年同様、９月にそのほかの職種も含めた採用試験を行う予定です。
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検診を受けましょう～自覚症状のないうちに！～
　６月から、令和３年度の市の検診が始まります。新型コロナウイルス感染症の影響で、検診を受けるこ
とに不安を感じている人も多いかもしれませんが、体調の変化に気付くためには、普段から自分の健康状
態を把握しておくことが大切です。
　自分のため、家族のために、検診を受けましょう。 問合先　長寿健康課健康づくりグループ

　　　　（あいあい　☎�84－3316）

コロナ禍でも「がん検診」は必要です！
　がんは早期に発見した場合、治癒する可能
性が高いため、手遅れになる前に検診を受け
ることが重要です。
　がんの初期は、自覚症状のないことがほと
んどです。早期発見の機会を逃さないために
も、定期的に検診を受けしましょう。

　大腸がんは男女ともに 40歳頃から増え始め、特に女性で
はがんによる死因１位となっています。
　大腸がん検診は、自宅で採便する簡
単な検査です。
　本年度から市の集団検診、「女性のた
めの検診」で大腸がん検診が受けられ
るようになりました。この機会に、定
期的に大腸がん検診を受けましょう。

大腸がんは女性のがん死亡数の第１位！

　詳しくは、健康づくりのてびきをご覧ください。

女性 男性 男女別

1 位 大腸 肺 肺

2 位 肺 胃 大腸

3 位 すい臓 大腸 胃

死亡数の多い部位 ( 全国・平成 31年 )

亀山市の死亡者の死因 ( 平成 30年 )

出典：�国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」

出典：�鈴鹿保健所「令和２年度
鈴鹿保健所年報」

およそ4人に1人が
がんで亡くなっています

死亡数（全 525件）

がん
122

心疾患
90

その他
179

50
肺炎

45
老衰

39
脳血管疾患

食中毒を予防しましょう

　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
　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、細菌を「つけない」、「増
やさない」、「やっつける」を実践していくことが大
切です。
　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。

問合先　長寿健康課健康づくりグループ
　　　��（あいあい　☎�84－3316）

家庭でできる食中毒予防の６つのポイント
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
　蔵庫へいれる
●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
　へいれる
●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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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより
新任医師を紹介します　～内科編～
内科医師　奥野　郁斗
　三重大学から来ました奥野郁斗です。以前は救急医をやっていました。
　何か心配なことがあれば、どんなことでも気軽に話しかけてください。
これからよろしくお願いいたします。

５月から診療担当医が変わりました
外来診療担当表

月 火 水 木 金

内科
初診 桑野 小野 奥野 小野 奥野
再診 加藤 鳥谷部 小野 桑野 鳥谷部
再診 奥野 若林 堀端 堀端

糖尿病外来 上村 鈴木
循環器外来 佐藤
消化器外来 行本
外科 谷川 今井 谷川 今井 三井
整形外科 石黒 真次 淺沼 石黒 石黒
眼科 長谷川 澤木 江坂

…受付時間
<予約のない人>　午前8時30分～午前11時30分
　※眼科のみ月・火・木曜日午後1時～午後2時30分も受付しています。
　※糖尿病外来、循環器外来、消化器外来は、完全予約制です。
<予約のある人>　予約時間までに受付してください。

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！

❶❷

ご覧ください！
行政情報番組

「マイタウンかめやま」
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）

番組の視聴方法
～テレビのリモコン操作方法～

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）

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。

６月４日(金)～６月10日(木)
●ウイークリーかめやま
●お知らせ
   「“かめやま健康マイレージ”で
  健康づくりをはじめましょう！」
６月11日(金)～６月17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！」
※ 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。

５月28日(金)～６月３日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
   「高齢者の身近な相談窓口
  “地域包括支援センター”が
   新しくなりました！」
●お知らせ
  「避難情報に関する発令内容の
  変更～“避難指示”で必ず避難～」
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と　き　①６月17日（木）
　　　　②７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会員募集講座
　　　　「亀山城周辺の語り部案内」
　　　　（語り部　豊田幸孝さん）
　　　　②伊勢平氏物語
　　　　（語り部　小川美佐子さん）
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
　（尾﨑　☎090－1503－1807）

と　き　６月27日（日）
　　　　午後１時30分～４時
ところ
　青少年研修センター１階集会場
内…　容　新図書館の「文化情報プラ
ザ」が文化発信拠点となるように、
どんな機能を備えたプラザにして
ほしいか話し合いませんか？個人

や市民団体など、さまざまな人の
参加をお待ちしています。

参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問…合先　よりよい図書館をめざす会
（服部　☎090－5629－7162）

　一緒にソフトボールをする仲
間を募集しています。小学生な
ら誰でもいつでも大歓迎です。
　「打つ」、「投げる」、「走る」は、
将来ほかのスポーツをする場合
にも役立ちます。体験会も行い
ますので、興味のある人は、気軽
にお問い合わせください。
と　き　毎週土、日曜日
　午前８時30分～午後０時30分
ところ　亀山西小学校グラウンド
対象者　小学生
持…ち物など　飲み物、タオル、帽
子、グローブ（なくても可）、動
きやすい服装

申込先　亀山ナンバーワン
　（佐野　☎090－4868－5818、
　��小玉　☎090－7302－9505）

　熟年男女の婚活を応援しま
す。気の合う仲間を見つけて、楽
しい人生を過ごしましょう。
と　き　６月18日(金)
　　　　正午～午後１時
と…ころ　ポルタひさい２階交流
活動室C(津市久居新町3006)

対…象者　60歳以上で配偶者の
いない人
定　員　男性・女性各10人
　　　　（先着順）
持ち物　免許証などの身分証明書
申…込方法　久居サークルクラブ
（ �fuji077@yahoo.co.jp�）
へEメールで申し込みください。
※�参加費など詳しくは、お問い
合わせください。
申…込・問合先　久居サークルク
ラブ（☎080－3623－4966）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

熟年男女のお話の会

市民による図書館フォーラム第２弾
新図書館「文化情報プラザ」
～発信するのはあなた！～

「亀山宿語り部」の楽しい話

亀山スポーツ少年団
亀山ナンバーワン 団員の募集（随時）

令和３年交通事故発生状況

梅雨時期や雨天時の交通事故防止について
　雨の日は視界が悪くなる上、路面も滑りやすくなり、スリップ事
故や追突事故が多発します。スピードを控え、車間距離を十分とっ
て慎重に運転しましょう。
　また、車の点検（タイヤ、ブレーキ、ワイパーなど）も忘れない
ようにしましょう。

亀山警察署（☎ 82－0110）

（４月末現在［暫定］・亀山署管内）

※（　）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
20 件（－２件）０件（－１件）30 件（＋ 2 件）373 件（＋ 29 件）
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