
■ 設立日
平成28年４月23日

■ 人口・世帯数
7,842人・2,943世帯
（基準日：令和２年10月１日）

■ 地域の誇り
『ささえ愛たい』を発足して、高齢
者等への支援に取り組んでいる。

■ めざす姿
豊かな絆を結びあい愛着と誇り
の持てるまち

■ 区域
みどり町、みずほ台、みずきが丘、
川合町（ひとみヶ丘、山田）

　井田川北地区は、古い団地と
新しい団地が共存する亀山市で
一番人口の多い地区です。事業
は各部会が年間計画を立て展開
をしています。三世代交流のグラ
ンドゴルフ大会では、青少年育成
部と一緒に中学生の皆さんが炊
き出しを行い、参加者に振る舞っ
ています。また、福祉部による敬
老会では、地域の自治会長や福
祉委員、そして民生・児童委員の
協力を得て、いろいろなアトラク
ションで参加される高齢者に楽し
んでいただいています。
　平成28年にまちづくり協議会
が設立されると同時期に、地域の
人が気軽に集まり会話を楽しむサ

ロンを立ち
上げ、３カ所
で開設して
います（現
在、コロナ
禍で休止し
ています）。
また、昨年１
月に福祉部が中心となり、井田川
北『ささえ愛たい』を発足し、高齢
者や障がい者への支援活動を開
始しました。今後も、まちづくり協
議会を中心に地域の皆さんがつ
ながり、住みよいまちづくりを目
指して取り組んでいきます。

■ 設立日
平成25年４月14日

■ 人口・世帯数
6,785人・2,951世帯
（基準日：令和２年10月１日）

■ 地域の誇り
子どもから高齢者まで、住民が
誰でも参加できる事業が展開さ
れている。

■ めざす姿
地域住民がふれあい、支え合い
で「かわさき」に住んで良かった
と思えるまち

■ 区域
田村町、長明寺町、太森町、
川崎町、能褒野町

　川崎地区は、能褒野神社や峯城
をはじめとする歴史的な史跡があ
る一方で、大企業が多く立地する
地区です。毎年、地域に根差した
三大イベントとして、ふれあい文化
祭、熟年の集い、川崎小学校運営
協議会と協働での川崎ふれあい
フェスタを開催しています。昨年
は、コロナ禍で三大イベントに代
わってふれあい収穫祭を開催し、
小学校の児童が収穫した里芋、日
野菜などの農産物の展示即売が
好評だったほか、防犯グッズの展
示・体験コーナー、ストラックアウト
などにより、子どもから大人まで
大勢の人に参加していただき、交
流を深めました。

　また、「東南海地震」災害に備
え、自主防災組織の充実に向け
て、自助、共助で少しでも災害を軽
減できるように、川崎地区自治会
連合会を中心に2カ年計画で「川
崎地区防災計画」を策定し、各部
会において防災に関する意識付け
を図っています。さらに、地域の安
全、安心の要である消防第四分団
は、亀山市代表として三重県消防
操法大
会にお
ける活
躍が期
待され
ていま
す。
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問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）
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　布引山地の北端に位置する鋭
鋒「錫杖ヶ岳」に登る登山イベン
トを開催します。
と　き
▷１回目　7月19日(月)
▷２回目　7月22日(祝)
▷３回目　7月31日(土)
　いずれも午前９時～午後２時ごろ
※�天候などにより、中止する場合
があります。
登山場所　錫杖ヶ岳
集合場所　関町加太地区内
※�都合により、変更する場合があります。
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　各回5人（先着順）
参加費　無料
申込期間
　7月5日（月）～14日（水）
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。
持…ち物など　リュックサック、昼
食、飲み物、タオル、軽食、虫よ
けスプレーなど
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
りがあり、補助ロープなどを使
用する箇所があります。
▷�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

　認知症カフェは、認知症のこと
で心配のある人やその家族、地域

　街頭献血では、血液の安全性
や医療機関のニーズに応じた
400ml献血をお願いしていま
す。
　この機会に、献血へのご協力を
お願いします。
と　き　７月8日（木）
　　　　午前10時～11時30分
　　　　午後１時～４時
ところ　本庁
献…血できる人　18歳（男性は17
歳）～69歳の健康で、体重が
50kg以上の人
※�65歳以上の人や海外に渡航歴
のある人、服薬中の人は献血で
きない場合があります。

　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　７月15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。

もよおし
献血にご協力ください
７月は愛の血液助け合い運動月間
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

「亀山７座トレイル」
夏山！錫杖ヶ岳を楽しむ
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）

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）

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　7月20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　7月30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）

　亀山地区労センターでは、平和に
関する取り組みとして、平和映画の
上映会を毎年開催しています。
と　き　７月30日（金）
　　　　午後６時30分～８時10分
　　　　（開場は午後６時）
ところ　市文化会館大ホール
上映作品　おかあさんの被爆ピアノ
入場券　500円（小学生以上）
※当日券もあります。
※�入場券の事前購入などについ
ては、亀山地区労センター事務
局へお問い合わせください。

7 月の納期
（納期限・口座振替日）
８月２日（月）

固定資産税・都市計画税… 第２期
国民健康保険税… 第１期
後期高齢者医療保険料… 第１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。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

平和映画上映会
亀山地区労センター事務局（三重県建
設労働組合亀山支部内　☎83－2500）
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と…　き　7月8日（木）、15日（木）、
　�21日（水）、8月5日（木）、12日
　（木）の全5回
いずれも午前10時～11時30分
と…ころ　野村地区コミュニティ
センター�
内…　容　タブレット端末の基本操作、
インターネットの検索方法、アプリの
追加方法、地図の使い方、動画の見方、
写真の撮り方などを同世代のシニア
講師がゆっくり丁寧に教えます。

対…象者　高齢者でインターネッ
トに関心のある人　
定　員　9人（先着順）
参加費　3,000円（5回分）
　　　　（テキスト代含む）　
※講習用タブレットは主催者が用意
申込開始日　７月5日（月）
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。

　「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　７月20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　７月７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　7月21日(水)
　　　　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。

各種検診・教室

　西野公園プールを７月21日
（水）から８月31日（火）まで一般
公開します。
　本年度は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、開場期
間を短縮します。また、利用でき
る人は市内に在住する人のみと
しますので、ご理解とご協力をお
願いします。
開場時間・利用料金
▷午前９時～午後０時30分
　小・中学生…50円
　高校生・一般…100円
▷午後１時～５時30分
　小・中学生…100円
　高校生・一般…210円
※�水温が低く水泳に適さない日
などは、予告なく開場を中止す
る場合もあります。
水泳記録会（無料）
と　き　一般公開中いつでも
対…象者　小学生以上で50ｍを泳
げる人

　７月は、「社会を明るくする運
動」の強化月間です。この運動は、
すべての国民が犯罪・非行の防止
と罪を犯した人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、明るい社会を
築こうとする全国的な運動です。
　希薄となった地域や家庭のき
ずなを取り戻し、夢や希望を持っ
て互いに支え合い、安全で安心し
て暮らせる明るい地域づくりに、
皆さんのご理解とご協力をお願
いします。

西野公園プール一般公開
西野公園体育館（☎82－1144）

お知らせ

第71回社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、

立ち直りを支える地域のチカラ～
社会を明るくする運動推進委員
会事務局（亀山更生保護サポート
センター　☎96－8040）

タブレットシニア教室
～楽しくインターネットを学びませんか～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎96－8641）

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）

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

募集します。
　また、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けている生産者や
事業者を応援できるように、市内
で生産・製造している商品を返礼
品として認定する特別枠を令和
4年3月31日(木)まで設けていま
す。ぜひ、お申し込みください。
対…象者　市内に事務所または事
業所を有する法人・そのほかの
団体、市内で事業を営む個人
申…込方法　産業振興課商工業・地

域交通グループへ、必要書類を添
えて申込書を提出してください。
※�申込方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください

�亀山市　ふるさと納税�����検索

※イメージ写真

　亀山市を“ふるさと”として応
援してくれるふるさと納税寄附
者へのお礼の品の提供（有償）に
ご協力いただける事業者を随時

募　集
ふるさと納税

返礼品提供事業者の募集
（新型コロナウイルス感染

症緊急支援対策）
産業振興課商工業・地域交通グ
ループ（☎84－5049）

歯周病予防で健
け ん

口
こ う

生活

妊婦さんには“妊婦歯科健康診査” 

　歯周病を予防することは、全身の健康維持につながります。いつまでも自分の歯を健康
に保ち、健やかな生活を送りましょう。

　妊娠中は、ホルモンバランスの変化やつわりで歯磨
きが難しくなるため、歯周病や虫歯にかかりやすくな
ります。妊婦さん自身と生まれてくる赤ちゃんの健康
管理のために、妊婦歯科健康診査を受診しましょう。

問合先　長寿健康課健康づくりグループ（☎84ー3316）
歯周病は歯を失う原因の一つです！
　歯周病は、歯垢の付いた歯肉周辺で歯周病菌が増殖して、歯ぐきが炎症を起こす病気です。
　悪化すると、歯ぐきや歯を支える骨が溶けて歯がぐらぐらし、歯自体は悪くないのに、歯が
抜けてしまうこともあります。
歯周病から体を守りましょう
　歯周病は、全身の健康に悪影響を及ぼすことが分かっています。歯周病
を予防することは、新型コロナウイルス感染症を含む感染症等の重症化の
予防にもつながります。歯と体の健康を保つためには、適切なセルフケア
と定期的な歯科健診が大切です。

予防のために検診を
～歯周病検診のご案内～

　市では、歯周病を早期に発見し、お口の健康の維持に
つなげるため、30歳～70歳になる一定の節目年齢の人
を対象に歯周病検診無料券を送付します。この機会に、
ぜひ歯周病検診を受診しましょう。

対　象　者　市内に住民登録があり、
　　　　　右表の生年月日に該当する人
実施期間　７月１日(木) ～令和４年１月31日(月)
実施場所　市内実施歯科医院
※詳しくは、「歯周病検診無料券」をご覧ください。

対象
年齢 生 年 月 日

30歳 平成�３年４月２日～平成�４年４月１日
35歳 昭和61年４月２日～昭和62年４月１日
40歳 昭和56年４月２日～昭和57年４月１日
45際 昭和51年４月２日～昭和52年４月１日
50歳 昭和46年４月２日～昭和47年４月１日
55歳 昭和41年４月２日～昭和42年４月１日
60歳 昭和36年４月２日～昭和37年４月１日
65歳 昭和31年４月２日～昭和32年４月１日
70歳 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日

対　象　者　市内に住民登録がある妊婦
対象期間　妊娠中
実施場所　市内実施歯科医院
※詳しくは、母子健康手帳交付時にお渡しした書類をご覧ください。
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※�申込方法や掲載基準、掲載金額
など詳しくは、環境課廃棄物対
策グループへお問い合わせい
ただくか、市ホームページをご
覧ください。

　令和４年１月９日(日)に実施予定
の成人式の実行委員を募集します。
　社会へ踏み出す第一歩となる
成人式を、自分たちの手で創り上
げてみませんか？
活…動内容　プログラムの企画や

水切りダイエットでごみ減量！
問合先　環境課廃棄物対策グループ（☎82－8081）

　令和 2 年度の 1 年間で亀山市内の家庭・事
業所から出たごみ（一般廃棄物※）の量は、
17,551 トンに上ります。これは、市民１人が
出す１日あたりのごみの量に換算すると、967
グラムとなり、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大に伴う外出自粛が影響してか、特に家庭
から出たごみが増加しています。
　夏は、水分の多い食材をよく用いることから、
生ごみの排出量が多くなります。また、ごみの
中の水分が多くなると、収集や処理の際に使う
エネルギーも多くなります。ちょっとした工夫
でエネルギーや経費の削減ができます。家庭での水切りで、ごみの減量にご協力ください！
※一般廃棄物…�一般ごみ・資源ごみ・破砕粗大ごみなど、産業廃棄物以外のごみ

成人式実行委員の募集
教育委員会事務局生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

式典当日の司会進行、受付など
※�９月～12月の夜（月１回程度）
に実行委員会を開催予定

※�実行委員会はオンラインでの
参加も可能ですので、県外在住
の人も、ぜひご応募ください。

対…象者　平成13年４月２日～平
成14年４月１日生まれで、市
内在住または以前に在住して
いて、成人式に出席予定の人

募集人数　10～15人程度
応募期限　８月31日（火）
申…込方法　教育委員会事務局生涯
学習課社会教育グループへ電話
または直接お申し込みください。

　市の新たな財源の確保を図る
とともに、地域経済の活性化の推
進を目的に、令和４年度ごみ収集
カレンダーを広告媒体とした広
告掲載の募集を行います。
掲載場所　ごみ収集カレンダー
　　　　　（暦の右上部）
広告規格　縦30ｍｍ×横100ｍｍ
　　　　　（１枠につき）
募集枠　24枠
　Ａ地区12枠、Ｂ地区12枠

令和４年度ごみ収集カレンダー
広告掲載の募集

環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

水分量の多い生ごみの影響
・ごみ焼却時に、溶融炉の温度が上がりにくく、多くの燃料や電気が必要になるた
　めコストが増える。
・集積所での臭いや、カラス・猫によるごみ散乱の原因になる。

図　市民１人１日あたりのごみ排出量

水切りで簡単ごみ減量
・野菜などの皮は洗う前にむくなど、生ごみと
　なるものは濡らさないように心掛けましょう。
・ペットボトルなどの底や水切りネットなどを
　利用して、生ごみを捨てる前に「ぎゅっとひ
　としぼり」しましょう。

水切りのほかにも…
◆乾燥させる
・家庭で剪定した枝葉などは、
　乾燥させてからごみ出ししましょう。

市の取組
●生ごみ処理容器購入費の一部を補助しています
（事業で出た生ごみに使用する場合は補助対象外）
▷補助金額　購入金額の２分の１
　（上限額 25,000 円）
※�詳しくは、環境課廃棄物対策グ
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

しますので、初心者の人も、ぜひ
ご応募ください。
応募資格
　�亀山市内に在住、在勤、在学す
る人、または市内のサークルに
在籍する人
募集句（一般の部）
応募方法
▷�はがきに当季の未発表作品（３句
以内）を楷書で書いてください。
▷�住所、氏名、電話番号を明記し
てください。（市外在住の人は、
亀山市内での所属先も明記し
てください。）
応募期限　９月８日（水）必着
※�新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、表彰式は中止と
し、入選については、応募者に
別途通知します。
応…募先　文化スポーツ課文化共
生グループ（〒519－1192　

　関宿の訪問客へのおもてなし、
まちなみの活性化、地域との交流
などを行い、貸店舗敷地で関宿の
魅力を積極的に発信していただ
ける事業者を募集しています。
※�募集要項や施設内容など詳し
くは、地域観光課観光交流グ
ループへお問い合わせいただ
くか、市ホームページをご覧く
ださい。
応募期限　9月30日（木）　
貸店舗所在地　関町中町463－3

　亀山市民俳句会の作品を募集

関まちなみ文化センター
貸店舗利用事業者の再募集
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）

亀山市民俳句会の作品募集
文化スポーツ課文化共生グループ

（☎96－1223）

関町木崎919－1）
募集句（小・中学生の部）
応募方法
▷�はがきまたは学校から配布され
る応募用紙に夏か秋の句（２句
以内）を楷書で書いてください。
▷�学校名、学年を明記してください。
※�入選については、応募者に別途
通知します。

応募期限　9月22日（水）必着
応…募先　文化スポーツ課文化共
生グループ（〒519－1192　
関町木崎919－1）

当日句会（一般の部）
と　き　10月30日（土）
ところ　市文化会館2階会議室
出句数　３句
出句締切　当日午後０時30分
問…合先　亀山俳句会（前田�☎82
－2812、森下�☎82－3530）

歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（７月）
＜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

＜企画展示室＞
亀博自由研究のひろば「亀山の山々が生んだ世界的
登山家　尾崎隆」
　と　き　７月17日（土）～９月５日（日）
　内…　容　世界最高峰エベレスト（中国名チョモラン

マ＝8,848ｍ）北壁からの世界初登頂をはじめ、
世界の8,000ｍ峰14座のうち７座の登頂に成功
するなど、世界的な登山家として知られた尾崎隆
さんの業績や家族一緒の登山と、少年時代から登
り続けた亀山の山々について紹介します。

　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、12日（月）～16日（金）（展示設営のため）

＜通年講座＞
村・町の古文書を読む
　と　き　８月～11月の毎月第４土曜日（全４回）
　　　　　午後１時30分～３時
　ところ　歴史博物館講義室
　定　員　15人
　受講料　無料
　持ち物　くずし字解読辞典（東京堂出版）
　　　　　（なくても可）

　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解説します。本年度は、江戸
時代に加太で書き残された「坂家覚書」の元禄五
年以降の記事から亀山に関係する内容を読み進
めます。

　申…込方法　７月１日（木）～31日（土）までに歴史
博物館へ電話でお申し込みください。
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問合先　産業振興課商工業・地域交通グループ（☎84－5049）

　市内で創業・第二創業（後継者などが業態転換や新規事業に進出）を
お考えの人や創業して間もない人を対象に、創業セミナー『亀山創業
塾』を開催します。創業の基礎となるマーケティングやビジネスプラ
ンの作り方などを中心とした全４回シリーズのセミナーです。
と　き　8月1日(日)、8日(日)、22日(日)、29日(日)
　　　　いずれも午後１時～５時30分
ところ　亀山商工会館（東御幸町39－８）２階
メイン講師　KCコンサルティング
　　　　　　代表　松本圭史さん
定　員　20人（先着順）
受講料　無料　
申込期限　7月26日（月）
申込方法　亀山商工会議所（☎82－1331）へ電話または直接お申し込みください。
※�亀山商工会議所、三重県社会保険労務士会、三重県信用保証協会、(株)日本政策金融公庫などから構成される
創業支援ネットワーク「カメヤマ創業アシスト」も支援します！詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　URL………�https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/sanken/sansin/shokogyo/docs/2014121800218/sougyou_sien.html

応援します！あなたの創業
～起業したい「夢」をカタチに～

若者・女性
大歓迎

■「亀山創業塾」第９期生を募集します!
「起業したいけど、どうしたら・・・」
「経営の基礎を一から学びたい」
「販売販促のノウハウを知りたい」
そんな人は、ぜひご参加ください！

地域の創業支援機関が連携して
市内での創業を支援します。
支援内容
▷亀山商工会議所内に総合的な
　相談窓口を設置
▷支援機関の専門的なサポート
▷創業後も継続して、
　経営をバックアップ
問合先
「カメヤマ創業アシスト」運営事務局
（亀山商工会議所内　☎82－1331）

創業資金融資の保証料を補給
対象者　「三重県創業・再挑戦アシスト資金融資」を受けて市内で創業する人など
補給額　融資に係る信用保証料の全額（上限額15万円）
創業資金融資の支払い利子を補給
対象者　（株）日本政策金融公庫の創業資金融資を受けて市内で創業する人など
補給率　年1.0％以内
補給期間　36カ月以内
※補給対象となる融資や申請方法など詳しくは、産業振興課商工業・地域交通グループへお問い合わせください。

■創業支援ネットワーク「カメヤマ創業アシスト」

■創業資金繰り支援制度
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

まだ温かい鍋を抱いておやすみ
彩瀬まる／著
祥伝社…（2020年5月刊）
　今がどれだけキツくても”おいしい”
がきっとあなたの力になる。食を通し
て変わっていく人間関係。ほろ苦く、心
に染み入る極上の食べものがたり。食
べることは、生きることなのです。

へそまがり　菊池亜希子／著　
宝島社（2020年4月刊）
　結婚、出産、子育て。人生の転機の中
で、悩みながらも前向きに過ごした
日々を菊池亜希子さんがチャーミング
な言葉でつづった、クスッと笑えて胸
をぎゅうとつかまれる等身大のエッセ
イ。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●スモールワールズ／一穂ミチ
●1976に東京で／田澤拓也
●硝子戸のうちそと／半藤末利子
●カード師／中村文則
●「現金給付」の経済学／井上智洋
●いつか出会った郷土の味／夢枕獏
●子育てで眠れないあなたに
　／森田麻里子　ほか

●まるのみへび／花田鳩子
●じいちゃん、出発進行！／藤川幸之助
●りゅうとくんのて／テイラーきよみ
●おやまでテント／ゆーちみえこ
●青空モーオー！／堀米薫
●宇宙マグロのすしを食べる／山本俊政
●登り続ける、ということ。／野口健

ほか380冊

マミーズのおはなし会
７月３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
７月３日(土)午後３時～　市立図書館（児童室）
たんぽぽの会の紙芝居会
７月７日(水)午後３時～　関文化交流センター
関おはなし会
７月14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」
７月22日(祝)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（７月）

「ちいさなお話」を募集します！

　市立図書館では、「亀山絵本と童話の会」
との協働で、ちいさなお話（創作童話）を募
集します。優秀な作品には表彰を行い、広報
かめやま令和４年１月１日号などで発表し
ます。

図書館の本棚から

休館日
市立図書館…毎週火曜日、23日（祝)
関図書室……毎週月曜日、23日（祝)

と　き　８月21日(土)午後１時30分～３時30分
ところ　青少年研修センター
定　員　20人（先着順）
申込期間　７月17日(土) ～31日(土)
申込方法　市立図書館へ申込書をお持ちください。

と　き　８月29日（日）午前10時～11時30分
ところ　青少年研修センター
定　員　10組（先着順）
申込期間　８月1日(日) ～15日(日)
申込方法　市立図書館へ申込書をお持ちください。

●�申込書は、市立図書館の窓口にあるほか、図書館
ホームページからもダウンロードできます。

夏休み手作り絵本教室『しかけ絵本をつくろう！』

夏休み図書館活用講座『調べるっておもしろい』

作品字数　400字詰め原稿用紙３枚まで
　　　　　(縦書き・未発表のものに限る)
応募期限　９月４日（土）午後５時
　　　　　(郵送の場合は当日消印有効)
応…募方法　住所、氏名、電話番号などを記入した応募
用紙を添付の上、作品を市立図書館へ郵送（〒519
－0151�若山町7－20）または直接ご応募ください。
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問合先　まちづくり協働課市民協働グループ(☎84－5008)

　新たに市民活動を始めて、こんなことをしたいけど…、
市民活動をしていて、さらにこんなこともしたいけど…、
など、活動資金でお困りの市民活動団体はご相談ください。

令和４年度　補助金交付希望団体を募集します！

令和３年交通事故発生状況

令和３年 10月１日から
自転車損害賠償責任保険などへの加入が義務化

　三重県交通安全条例の制定により、自転車損害賠償責任保険
等への加入が義務化されます。
　自転車利用中の事故により相手にけがをさせてしまったとき
などに、多額の損害賠償責任が生じる場合がありますので、必
ず保険に加入しましょう。
対象者
▷自転車運転者（未成年者を除く）
▷保護者（監護する未成年者が自転車を運転する場合）
▷自転車利用事業者
▷自転車貸付事業者

亀山警察署（☎ 82－0110）

（5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
30 件（＋５件）１件（±０件）42 件（＋７件）444 件（＋ 30 件）

市民参画協働事業推進補助金

　市は、公益性のある活動を行っている市民活動団
体に補助金を交付しています。市民が互いに、また
は市民と行政がそれぞれの持つ特性を生かしなが
ら、住みよいまちにしていくことができるパート
ナー（市民活動団体）の育成を目的とします。
補助金対象年度　令和４年度
※補助金交付団体は選考により決定します。
応募期間　７月１日（木）～30日（金）
応募資格　次の要件をすべて満たす団体
▷�市内に在住、在勤または在学する３人以上で構成
された団体
▷活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体
▷政治、宗教、営利を目的にしない団体
▷�市の補助金（市民参画協働事業推進補助金を除
く）や、社会福祉協議会の助成金を受けていない
団体

交付限度額
スタートアップ補助金
５万円を限度とした活動費の補助
※１団体につき１回限り応募可
※�令和2年度以降に新たに結成された団体が対象で
す。ただし、過去に解散した団体が、同じ目的で再
結成した場合は応募できません。
ステップアップ補助金
活動費の50％に相当する額を限度として補助
※１団体につき最大３回まで応募可
申 込方法　応募書類に必要事項を記入の上、まちづ
くり協働課市民協働グループ（〒519－0195�本
丸町577番地）へ郵送または持参してください。
※�応募書類は、市民協働センター「みらい」ホーム
ページ（URL………�http://www.shimin-kyodo.sakura.
ne.jp/index.html）からダウンロードできます。

７月２日 (金 ) ～８日 ( 木 )
●�ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「家庭で簡単にできるごみの減量
　～水切りダイエット～」
●お知らせ　「歯周病検診を受けましょう」
●エンドコーナー　「昼生保育園①」
７月９日 (金 ) ～ 15日 ( 木 )
●ウイークリーかめやま
●お知らせ
　創業セミナー「亀山創業塾」の参加者募集
●エンドコーナー　「昼生保育園②」
※�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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OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

と　き　７月24日（土）、25日（日）
　　　　午前９時～午後５時
（エコータウンのみ午前10時～）
ところ　亀山エコータウン２階
　�夢ひろば、市立図書館、市民協
働センター「みらい」１階、高
村書店
共通事項
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問…合先　戦争遺跡に平和を学ぶ
亀山の会
　（服部　☎090－5629-7162）

　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60
歳までの人（高卒以上）

勤務日　月曜日～土曜日で週２日から
勤…務時間　午後２時～６時45
分（残業あり）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900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
※面接時に職場を見学すること可
問合・申込先
　児童クラブおひさま・おつきさま
　（☎82－2066
　［午後１時～６時30分］）

亀山の戦争遺跡のパネル展示
　戦前、関町に作られた鉄砲を
作るための地下工場や米軍によ
る列車銃撃の説明板のパネルな
どを展示します。
と　き　７月24日（土）、25日（日）
　　　　午前10時～午後５時
ところ　亀山エコータウン２階
　夢ひろば
広島の高校生が描いた「原爆の絵」展
　広島市立基町高校の生徒が、被
爆体験者に話を聞きながら被爆
時の光景を絵に描いたものです。

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

　野登小学校の６年生19人が、校内の花壇で育てていたミツ
マタ35本を校庭の土手に移植しました。
　みつまたを愛する会の指導を受けながら、子どもたちはス
コップで掘った穴にたっぷりと水を入れ、後輩たちの卒業証
書の原材料になることを願いながら、丁寧にミツマタを植え
替えました。

　森林公園「やまびこ」で、わくわく木工工作を開催し、地元
産のスギ材でスライド式本立てやコースターなどを作った
り、スギの丸太切り体験をしたりしました。
　参加者は、豊かな自然に囲まれながらの工作を満喫して
いました。

スライド式本立ての製作5 22

ミツマタの移植

戦争を語り継ぐ
～広島から、亀山から～

亀山西小学校区
児童クラブおひさま・おつきさま

学童指導員の募集

5 25
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