暮らしの情報
もよおし
親子でチャレンジ！
里山公園ザリガニつり大会
環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

楽しみながら亀山の自然に親
しめるザリガニつり大会が、新し
いルールになって帰ってきまし
た！期間中に釣れたザリガニ３
日分の重さで競います。入賞者に
は賞品もありますので、ザリガニ
釣りに自信がある人も、初めて
チャレンジする人も、ぜひご参加
ください。
期 間 ８月１日(日) ～ 31日（火）
ところ 亀山里山公園
「みちくさ」
内 容 期間中に里山公園内で
釣れたザリガニの重さ３日分
を競います。
対象者 小学生以下の子どもと
その保護者
参加費 無料
その他
▷竿や餌などは、里山公園で貸し
出します。
▷釣れたザリガニは、持ち帰れま
せん。事務所で重さを量った後
で回収します。
▷成 績が良かった３人を入賞と
します。入賞者には、９月中に
表彰方法などをお知らせしま
す。
▷詳しくは、市ホームページをご
覧ください。
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「亀山７座トレイル」
山の日イベント 仙ヶ岳へ！

地域観光課観光交流グループ
（☎96－1215）
山の日を記念して仙鶏尾根を
歩き、市域の最高峰仙ヶ岳を目指
す登山イベントを開催します。
と き １回目 ８月１日(日）
２回目 ８月８日(祝)
両日とも午前7時30分～正午
※天候などにより、中止する場合
があります。
登山場所 仙ヶ岳
（961m）
集合場所
石水渓野外研修施設駐車場
※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歳未満の登山経験者で健脚
な人、
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19日(月) ～ 23日(祝)
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、飲
み物、
タオル、
軽食など
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

夏季ものづくり体験教室

鈴鹿工業高等専門学校総務課地域
連携係
（☎059－368－1717）
ものづくりが好きな人、プログ
ラミングに興味がある人など、ぜ
ひご参加ください。
と き
８ 月７日
（土）
、８日
（祝）、20
日
（金）～ 22日
（日）
、
25日（水）
～ 28日
（土）
ところ 鈴鹿工業高等専門学校
講座内容
①楽しい電子回路工作
②材料工学科で科学者体験
③マイコン電子制御
「Arduinoで
演奏と距離計測」
④身のまわりのおもしろ科学実験
⑤機械工学のひとこま
※各 講座で開催日時や定員など
が 異 な り ま す の で、詳 し く は
ホームページでご確認くださ
い。
対象者 中学生
参加費 無料
※傷害保険料1日50円が別途必要
申込期限 ７月26日
（月）
正午
※応募者多数の場合は、主催者側
で調整する場合があります。
申込 方法 鈴鹿工業高等専門学
校ホームページからお申し込
みください。
URL https://www.suzuka-ct.ac.jp/

市役所
関支所

第５回サマーフォレストinや
まびこ～加太川の生き物を調
べてみよう！～＆木工工作
鈴鹿川等源流の森林づくり協議
会事務局（産業振興課森林林業グ
ループ内 ☎84－5068）
鈴鹿川等の源流が育む地域資
源を守り、次世代へ引き継ぐため
の取り組みを行っています。
今回は、加太川の生き物調査や
木工工作を行うことで山と川の
つながりを勉強します。
皆さん、地域が育む資源に触
れ、一緒に学んでみませんか？
と き ８月７日
（土）
午前10時～正午
ところ 森 林 公 園「 や ま び こ 」、
加太川
対象者 市内に在住する小・中学
生とその保護者
定 員 ５組
※申込者多数の場合は抽選
参加費 無料
持ち 物など タオル、帽子、ぬれ
てもいい靴、着替え、飲み物、タ
モ網や観察ケース、汚れてもい
い服装など
申込期限 ７月30日
（金）
申込方法 産業振興課森林林業
グループへ電話でお申し込み
ください。

お知らせ
水辺の事故を防いで
海や川を安全に楽しむために
文化スポーツ課スポーツ推進グループ
（☎96－1224）

夏は、海や川などアウトドア
でのレジャーを楽しむ機会が
増える季節です。しかし、夏のレ
ジャーは楽しい半面、自然ならで
はの危険もあります。
海や川など水辺のトラブルは
重大事故になりやすいため、水辺
で楽しく安全に活動するために、
次のことに気を付けましょう！

水辺で遊ぶときの注意点
・遊ぶ前に天気予報を確認
・ライフジャケットを着用
・一人で行かない
・お ぼれている人を見掛けたら、
飛び込まず助けを呼ぶ
・水に落ちたら、慌てず、浮いて助
けを待つ

国民健康保険加入者の
「限度額適用認定証」更新申請
市民課国民健康保険グループ
（☎84－5006）

外来や入院での支払いが一定
の限度額までで済む国民健康保
険限度額適用認定証の有効期限
は、
７月31日
（土）
です。
限度額適用認定証をお持ちの人
で引き続き必要な場合は、市民課
国民健康保険グループで更新申請
をしてください。
また、
新たに必要
な場合も申請してください。
※更新申請の手続きは郵送でも可
※国民健康保険税に未納があるとき
は、発行できない場合があります。
申請に必要なもの
▷国民健康保険被保険者証
▷運転免許証などの本人確認書類
▷マイナンバー確認書類
▷印鑑
※以前に交付を受けた人は、有効
期限が今年７月31日の限度額
適用認定証も必要

各種検診・教室
集団検診（がん総合検診）
２次募集のお知らせ

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい ☎84－3316）

集団検診
（がん総合検診）の２
次募集を行います。
検診種類 胃がん、肺がん、大腸
がん、前立腺がん、肝炎ウイル
ス検診、
健康診査
申込開始日時
７月30日
（金）
午前８時30分

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

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。
※定員になり次第、締め切ります。
※募集日程など詳しくは、申込開
始日以降に健康づくりグルー
プへお問い合わせください。

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい ☎84－3316）
と

き

８月18日
（水）
午前９時30分～11時30分
ところ あいあい１階集団指導室
内 容 主に生後５カ月～８カ
月ごろの乳児を対象とした離
乳食の作り方の説明とデモン
ストレーション
対象 者 市内に住所を有する乳
児の保護者、
妊婦
定 員 ７人
（先着順）
参加費 無料
持ち物 母 子 健 康 手 帳、エ プ ロ
ン、手ふき用タオル、ふきん、筆
記用具
申込 期間 ７ 月20日
（火）～８
月３日
（火）
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。

おわびと訂正
産業振興課商工業・地域交通グ
ループ
（☎84－5049）
かめやまのりあいタクシー
「のりかめさんご利用ガイド」
（2021年３月発行）に下記の
とおり誤りがありました。おわ
びして、
訂正します。
掲載ページ ８、11、23ページ
番号

施設名

小学区 小学区
（誤） （正）

908 栄町公民館前 井田川小 亀山東小
909 小下公民館前 井田川小 亀山東小
910 井尻公民館前 井田川小 亀山東小
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暮らしの情報
募

集

令和４年度 新入園児の募集

みずきが丘道伯幼稚園
（☎84－0220）
対象年齢
▷年 長児…平成28年４月２日～
平成29年４月１日生まれ
▷年 中児…平成29年４月２日～
平成30年４月１日生まれ
▷年 少児…平成30年４月２日～
平成31年４月１日生まれ
▷満 ３歳児…満３歳の誕生日の

翌月から入園できます。
対象地域 市内全域
（スクールバ
スによる送迎もします）
預かり保育 午 前7時40分 ～ 午
後６時まで利用できます。
入園要項・願書の配布
８月４日（水）から、みずきが丘
道伯幼稚園でお渡しします。
※郵送を希望する人は、
みずきが丘
道伯幼稚園へご連絡ください。
※保育内容など詳しくは、入園要
項をご覧ください。
入園願書受付開始日 ９月１日（水）

入園説明会を開催します
と き ８月４日
（水）
内 容
▷午前９時30分～10時…園開放
▷午前10時…入園説明会

いませんか？
住みよいまちづくりに向けて、市長と語り合

キラリ

まちづくりトーク（市民編）

が市民グループや企業などの集
「キラリまちづくりトーク（市民編）」は、市長
行います。
まりに出向き、ご希望のテーマについて対談を
、協働」によるまちづ
理解を深め「
互
相
や
皆さんとの対話を通じて、情報の共有
くりを推進することを目的にしています。

問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5022）

▽
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申込 書 申込書は、広報秘書グループ
（本庁２
階）
、関支所、あいあい、加太出張所、市民協働
センター「みらい」
、各地区コミュニティセン
ター、関文化交流センター、関町北部ふれあい
交流センター、鈴鹿馬子唄会館にあります
（市
ホームページからもダウンロード可）
。
その他申込要件等
当日の司会進行は、
申込者でお願いします。
ご希望のテーマについて対談するとともに、
情報の共有や相互理解を深め、
「協働」による
まちづくりの推進を目的にしていますので、
苦情などをお聴きする場でないことをご理
解願います。
参加者を特定し、次の項目などの新型コロナ
ウイルス等感染症の感染防止対策を図って
ください。３つの密
（密閉・密集・密接）を避け
る、人と人との距離を確保する、アルコール
消毒液を設置する、マスク着用を呼び掛け
る、発熱や咳等の症状がある人には参加自粛
の協力要請をする。

▽


▽


開催 期間 令和３年７月～令和４年２月
（９
月、12月の議会開催月を除く）で、平日の午
後９時まで
※開催時間は１団体につき１時間30分以内
申込対象者 市内に在住または在勤する人で、
５人以上で構成される団体やグループなど
※１ 団体につき開催期間内に１回の開催とし
ます。
申込方法 開催を希望する日の20日前までに、
申込書に必要事項を記入の上、政策課広報秘
書グループへお申し込みください。
開催の決定・変更
開催の決定は、申込書の受付後10日以内に申
込者へ開催決定通知書を送付して通知します。
開催決定後であっても、やむを得ない事態等
が発生したときは、日程変更などを相談させ
ていただく場合があります。
開催 場所 会場の確保、参加者への周知など
は、申込者で行ってください。原則として、市
内の会場での開催をお願いします。

市役所
関支所

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

平和を考える市民のつどい
終戦間際の８月２日、亀山駅

を出た満員の列車が米軍機に
よって銃撃され、40人以上が亡
くなりました。この事件を後世
に伝えるため、２年前、現場近く
の中村公民館に、説明板と犠牲
者の記名板を設置しました。今
年は、新たにお名前の分かった
２人の紹介と追悼を行います。

考えてみよう！ 共生
共生

人権

と

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

き

８月２日
（月）
午前９時30分～ 10時30分
ところ 中村公民館（天神二丁目）
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）

男女共同参画

多文化共生

まちづくり協働課
市民協働グループ（☎84−5008）

やさしい日本語を使ってみよう！
「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも
て挙げられます。
簡単で、外国人にも分かりやすい日本語のこと
◆なるべく簡単な表現にする。
です。
◆文を短く区切る。
平成7（1995）
年1月の阪神・淡路大震災では、 ◆漢字にはルビ(ふりがな)を付ける。
日本人だけでなく、日本にいた多くの外国人も
◆文節で区切って余白を入れ、
「分かち書き」に
被害を受けました。その中には、日本語も英語
する。
も十分に理解できず、必要な情報を受け取るこ 【例】
台風の影響で川が増水したり、停電するか
とができない人もいました。
もしれません。
たいふう
あめ
かぜ
そこで、災害発生時に適切な行動を取れる
⇒台 風が きます。たくさんの 雨 と 風 が
つよ
かわ
みず
おお
強いです。 川の 水も 多くなります。
ように考え出されたのが
「やさしい日本語」の
でん き
つか
電気が 使えなく なるかもしれません。
始まりです。そして、
「 やさしい日本語」は、災
これから台風の発生が増える季節です。外国
害時のみならず平時における外国人への情報
人は、
「 どのように避難すればいいか分からな
提供手段として、行政情報や生活情報、毎日の
い」
「
、避難所でどのような行動を取ればいいか
ニュース発信など、全国的にさまざまな分野で
分からない」
など不安をたくさん抱えています。
取り組みが広がっています。
地域の防災情報や災害情報の発信時などに、
「や
「やさしい日本語」は、伝わることが大切で
さしい日本語」
を使ってみましょう。
す。例えば、次のようなことが作成のコツとし

『外国人生活相談窓口』
をご利用ください
近くに住む外国籍の人で、在留手続きや保険、税金、福祉、子育て、教育などの生活に
関することでお困りの人がいましたら、まちづくり協働課市民協働グループをご案内
ください。12言語
（ポルトガル語、スペイン語、中国語、英語、ベトナム語、インドネシ
ア語、タガログ語、韓国語、タイ語、ネパール語、ヒンディー語、ロシア語）で相談可能な
「外国人生活相談窓口」
で対応・サポートします。
※令和３年６月１日時点の外国人住民数2,044人
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