
2012  JUN

6 1
No.170

ト ト 

坂本棚田（安坂山町）

主 な 内 容

亀山市携帯サイトEC05 J0363

2012  SEP

9 16
No.177

高齢者福祉サービス …………………………………………2

幼稚園・保育所の園児の募集

暮らしの情報

………………………………4

…………………………………………………6

教育長室に掲げられてい
る「亀山っ子」市民宣言。
大人が子どもの模範にな
りましょう。



◇火災警報器
◇自動消火器
◇電磁調理器（火の取り扱いに配慮が必要な人）
◇徘徊探索装置（認知症の状態にあり、徘徊が見られ
る人を介護している家族）

対象者　おおむね65歳以上の低所得者で、寝たきりの
人やひとり暮らしの人

利用料　生計中心者の所得税の額により異なります（徘
徊探索装置の給付は無料で、その装置にかかる経
費は個人負担）。

在宅での生活を支えます

介護をしている人を支えます

日常生活用具の給付

　おむつなどの介護用品を自宅まで配達し、回収も行い
ます。
対象者　在宅で65歳以上の人、または介護保険２
号被保険者（40～ 64歳）のうち要介護認定を受け
ている人で、常時おむつを必要とする人

※施設に入所や病院に入院している期間を除く
※審査があります。

おむつなど介護用品の支給　　　　　　　　　　　　　

　介護の負担が大きい家族へ年間10万円を支給し
ます。
対象者　慰労金の支給を受けようとする年度の前年
　度において、次のすべてに該当する人
① 市内に住所を有する人
② 要介護４または要介護５の高齢者を介護した人
③ 被介護者が介護保険のサービス（１週間程度の
　 短期入所生活介護等を除く）を受けなかった人
④ 被介護者が疾病または負傷により医療機関に入
　 院（１週間程度の入院を除く）しなかった人
⑤ 被介護者と同一の世帯に属した人
⑥ 家族の構成員が全員市民税非課税であった人

家族への介護慰労金の支給　　　　　　　　

　自宅で急に体の具合が悪くなったときなどに、ボタンを
押すだけで緊急連絡を取ることができる緊急通報装置を
貸与します。
対象者　おおむね65歳以上のひとり暮らしで、身体上
等の理由により緊急時に連絡を取ることが困難な人

※近隣の協力員（３人）と親族等の緊急連絡先（３人）が
必要です。

利用料　無料

緊急通報装置の貸与

　食事を届けるとともに安否の
確認をします。月～土曜日の昼・
夕食にご利用いただけます。
対象者　在宅でおおむね65歳以
上のひとり暮らしの人や65歳
以上の人で構成される世帯で、老衰、心身の障
がい、疾病などの理由により調理が困難な人

利用料　１食550円程度

訪問給食サービス

　市では、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮
らせるように、介護予防や自立支援を目的としてさまざま
なサービスを行っています。
　そこで、高齢者の方々の生活を支える福祉サービス
や担当窓口をご紹介します。
※担当窓口の記載がないものは、健康福祉部高齢障
　がい支援室（あいあい　☎84－3313）が窓口です。

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

ご
利
用
く
だ
さ
い

ご
利
用
く
だ
さ
い

2 広報かめやま　平成24年9月16日号



外出しやすくします

財産管理や契約行為を支援します

暮らしやすくします

　１年につき10,000円分
のタクシー料金助成券を
希望する人へ交付しま
す。なお、助成券は１乗
車につき2,000円まで使用
できます。助成券の交付
は、一人につき年度内１回です。
対象者　75歳以上の人
担当窓口　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　
☎84－3313）、関支所地域サービス室（☎96－1212）

タクシー料金の助成　　　　　　　

　介護予防を目的とした手
すりの設置、段差の解消
などで、材料費がおおむ
ね５万円以内、施工時間がおお
むね半日程度の修繕を年度内に１回行います。
対象者　ひとり暮らしの高齢者で親族からの援助が受け
　られない人（介護保険制度による住宅改修費支給対
　象者は対象外）
利用料　無料

独居老人宅の修繕

　判断能力が不十分な認知症の高齢者などで親族が
いない人などの生活の支援や財産の保全などを図るた
め、市が成年後見制度の審判の申し立てを行います。
また、生活保護を受けている人などの後見人などに対す
る報酬費用を負担します。
対象者　
▷審判請求　市内に住所を有する認知症高齢者、精
　神障がい者および知的障がい者のうち、配偶者およ
　び２親等内の親族がないか音信不通の状況等にある
　人　
▷報酬負担　市長が審判請求をした成年被後見人、
　被保佐人および被補助人で、次のいずれかに該当す
　る人
① 生活保護法に規定する被保護者
② 生活保護法に規定する要保護者
③ 後見人等に対する報酬を負担することによって生活保
　 護法に規定する要保護者となる人

成年後見制度の利用支援

　判断能力が不十分な認知症の高齢者などが財産管
理や契約などの保護や支援を受ける成年後見制度を利
用する場合、制度の申し立てに要する費用の一部を助
成します。
対象者　市内に住所を有する認知症高齢者、精神障
　がい者および知的障がい者で、後見開始の審判、
　補佐開始の審判、保佐人の同意を得なければならな
　い行為の範囲を拡大する審判、補助開始の審判、
　補助人の同意を要する旨の審判、保佐人に代理権を
　付与する旨の審判、補助人に代理権を付与する旨の
　審判を請求した人
助成額　審判の申し立てに要する費用の２分の１で上限
　10万円まで

成年後見制度利用の助成

※ほかに下記のサービスがあります。詳しくは健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）へ
　お問い合わせください。
○寝具の洗濯・乾燥　　○生活習慣（洗面や食事の支度など）の習得支援　　○福祉移送サービス
○老年者の障害者控除認定書の発行　　○粗大ごみの軒先収集　　○蜂の巣駆除

実施日　毎週金曜日（年末年始・祝日は除く）
実施時間　午後５時30分～９時（受付は午後８時まで）
ところ　総合保健福祉センター「あいあい」１階
　　　　高齢障がい支援室前（４番窓口）
内　容　高齢者の福祉相談など
※時間外での相談となるため、関係機関との調整が必要な場合など、
　当日で事務が完結できない場合もありますのでご了承ください。
問合先　亀山地域包括支援センター「きずな」（あいあい　☎83－3575）
　　　　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

「あいあい」の金曜窓口（高齢者の福祉相談など）を
ご利用ください

　毎週金曜日（年末年始・祝日は除く）

「あいあい」の金曜窓口（高齢者の福祉相談など）を
ご利用ください

「あいあい」の金曜窓口（高齢者の福祉相談など）を
ご利用ください

3広報かめやま　平成24年9月16日号



Inscrições Abertas Para os
Jardim de Infância de Kameyama

ポルトガル語版入園資格　市内在住の幼児
●３歳児…平成21年４月２日から平成22年４月１日
　　　　までに生まれた幼児

●４歳児…平成20年４月２日から平成21年４月１日
　　　　までに生まれた幼児

●５歳児…平成19年４月２日から平成20年４月１日
　　　　までに生まれた幼児

※平成25年３月末までに、市内に居住することが見
　込まれる場合も応募できます（確約書が必要）。
※関幼稚園へは、関小学校区に居住する幼児が入園
できます。

願書の交付　10月１日（月）から（土・日曜日、祝日を
除く）各幼稚園でお渡しします。

願書の受付　10月９日（火）～ 12日（金）午前８時30分
から午後５時15分までの間に、各幼稚園へ提出し
てください。

面接日　11月７日（水）
※応募者が募集人数を超えた場合は、10月27日（土）
に抽選を行います。

※定員に満たない場合は、二次募集を行います。
保育料　月額6,000円
保育時間　午前８時30分～午後２時（土・日曜日、祝
日を除く）

※水曜日は午前11時30分まで（関幼稚園を除く）
※３歳児は当初保育時間が異なります。
その他　関幼稚園では、午後２時から午後４時まで、
４・５歳児を対象に預かり保育事業（月額3,500円）
を実施しています。

問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）または
各幼稚園

Requisitos : Crianças nascidas entre 2 de abril de 
2007 à 1º de abril 2010.（Crianças com 3 a 5 anos 
de idade.）
※É possível fazer a inscrição caso tenha previsão 
de se mudar para Kameyama até março de 2013. 
（é necessário um acordo de garantia）
Início das inscrições :
Data : A partir de 1 de outubro de 2012.
Local : Jardim de infância.
（Atendimento de segunda a sexta das 8:30 às 
17:15 horas）
Entrega da ficha de inscrição:
No prazo de 9 à 12 de outubro, das 8:30 às 17:15 
horas.
Local : No próprio Jardim de Infância
Mensalidade: 6,000 ienes por mês
Entrevista:
Data : 7 de novembro de 2012 （quarta-feira）
※Caso ultrapasse o número de inscritos, será 
realizado um sorteio no dia 27 de outubro 
（sábado）.
※Caso não alcance o número de inscritos, será 
realizado um segundo recrutamento. 
Maiores informações : 
Setor Geral de Educação  ☎ 0595－84－5072 
ou diretamente no Jardim de Infância．

Período de Inscrição : de 9 à 12 de Outubro de 
2012.

幼稚園・保育所の
園児を募集します
幼稚園・保育所の
園児を募集します

平成25年度

幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育
平成25年度平成25年度平成25年度

幼 稚 園 受付期間　10月９日（火）～12日（金）

園　名 所　在　地 電話番号

亀 山 幼 稚 園 江ヶ室一丁目２番10号 82－0336

3歳児
（3年保育）

4歳児
（2年保育）

亀山東幼稚園 本町一丁目９番17号 82－5037
井田川幼稚園 みどり町53番地１ 82－9054
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900
関  幼  稚  園 関町木崎786番地 96－0181

5歳児
（1年保育）

募集予定人数（定員）

25人（25人） 10人（35人） 16人（35人）
25人（25人） 10人（35人） 9人（35人）
25人（25人） 10人（35人） 3人（35人）
25人（25人） 10人（35人） 4人（35人）
25人（25人） 24人（35人） 12人（35人）

※募集予定人数は、平成24年９月１日現在の在園児数による。
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Inscrições Abertas Para as
Creches de Kameyama

ポルトガル語版

Período de Inscrição : de 9 à 15 de Outubro de 
2012.
Requisitos: Morar na cidade de Kameyama e não 
ter condições de cuidar da criança, que nasceu 
após o dia 2 de abril de 2007. A criança deve ter 
no mínimo a idade de 6 meses completos.  
Folha de inscrição: Disponível no Setor infantil e 
familiar （Aiai） e na sub-prefeitura de Seki a 
partir de 1 de outubro de 2012 （exceto nos 
sábados,domingos e feriados）
Período de Inscrição: Dia 9 （terça） a 15 
（segunda） de outubro de 2012. （Das 9:00 as 16:30, 
excetos nos sábados e domingos）. Pegue a folha 
de inscrição, preencha e entregue no AiAi ou na 
sub-prefeitura de Seki.
※No dia 12（sexta） de outubro estaremos funcio-
nando até 20:00 horas
※Por favor traga sem falta o carimbo.
※A admissão não é decidida por ordem de solici-
tação.
※A partir deste ano, a inscrição para a creche 
cujo os pais ou responsáveis estejam procurando 
emprego, será feito do dia 4 de fevereiro de 2013 
（segunda） a 8 de fevereiro de 2013 （sexta）. 
Maiores informações: Centro Geral de Saúde de 
Kameyama ‒ Setor infantil e familiar （Aiai ☎
0595－84－3315）

申込書の交付　10月1日（月）から（土・日曜日、祝日を除
く）健康福祉部子ども家庭室（あいあい）、関支所で申
込書をお渡しします。

申込書の受付　10月９日（火）～ 15日（月）（土・日曜日を
除く）の午前９時から午後４時30分までに健康福祉部
子ども家庭室（あいあい）、関支所へ申込書を提出して
ください。
※10月12日（金）は、午後８時まで（関支所を除く）
※入所の決定は受付の順ではありません。
※保護者が求職中の場合は、平成25年２月４日（月）～８
日（金）の受付とします。

※認印をご持参ください。
問合先　健康福祉部子ども家庭室（あいあい　☎84－
3315）

　“保育に欠ける”場合とは、保護者が働いていたり、出産、病気、病人の看護などで家庭での保育ができないと
認められる場合です（同居の65歳未満の祖父母が保育できる場合を除く）。
　「下の子に手がかかる」「集団生活に慣れさせる」「社会生活を身につけさせる」「近所に友達がいない」「遊び場が無
い」「就学前だから」というような理由では入所できませんので、あらかじめご了承ください。

保 育 所 受付期間　10月９日（火）～15日（月）

保育所名 所　在　地
第一愛護園

市
　
　
　
立

私
　
立

南崎町751番地
第二愛護園 本町四丁目8番25号
みなみ保育園 天神三丁目2番33号
神辺保育園 太岡寺町1259番地２

和田保育園 和田町1488番地168
川崎南保育園 長明寺町250番地２
関保育園 関町木崎786番地
加太保育園 加太板屋4620番地
第三愛護園 南野町9番1号
亀山愛児園 東町一丁目10番16号1
川崎愛児園 川崎町4928番地
野登ルンビニ園

○

○

○
○
○ 両尾町2193番地

※基本的に午前７時30分から午後６時30分まで開所しています。（川崎愛児園は午前７時15分から午
後６時15分まで）

※○印は延長保育実施の保育所です。詳しくは、入所案内（10月から配布予定）でご確認ください。

入所資格　市内在住の平成19年４月２日以降に生まれた
就学前の保育に欠ける乳幼児。ただし、満６カ月以上
とします。

昼生保育園 中庄町695番地３
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暮らしの情報 BOX

文学作品展示・美術作品展
と　き　10月７日（日）、８日（祝）
　　　　午前９時～
ところ　市文化会館ロビー、市文
　化会館中央コミュニティセンター
お茶席
と　き　10月７日（日）、８日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　市文化会館ロビー
生活文化作品展
と　き　10月27日（土）、28日（日）
　　　　午前９時～
ところ　市文化会館ロビー、市文
　化会館中央コミュニティセンター
市民俳句会
と　き　10月27日（土） 
　　　　午後０時30分　出句締切
ところ　市文化会館会議室
文化研究発表会
と　き　10月27日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　市民協働センター「みら
　い」２階大会議室
市民川柳大会
と　き　10月28日（日） 
　　　　午前11時30分　出句締切
ところ　市文化会館会議室
芸能祭（舞踊･音楽）
と　き　10月７日（日）、28日（日）
　　　　午前10時～

ところ　市文化会館大ホール

と　き　10月８日（祝）
　　　　午前９時～午後９時30分
※屋外施設は、午前８時30分～
　午後９時30分
開放施設
▷西野公園（体育館、庭球場）
▷東野公園（体育館、トレーニン
　グルーム、運動広場、ゲートボ
　ール場）
▷関Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館
　トレーニングルーム、プール）
▷観音山テニスコート
※体育館は、バドミントン、卓球
　などの使用とし、フットサル、
　屋内テニスなど、全面を使用す
　る種目は使用できません。
※利用者が多い場合は、利用時間
　や人数を制限することがありま
　す。
※利用の際は、各施設の窓口で受  
　け付けをしてください。
※照明や器具などの使用料も無料
　です。

と　き　10月21日（日）　
　　　　午前10時～午後３時

ところ　関中学校体育館
対象者　市内在住・在勤で20歳以
　上の人
測定種目
▷20～ 64歳…握力、上体起こし、
　長座体前屈、急歩、往復持久走、
　反復横とび、立ち幅跳び
▷65～ 79歳…握力、上体起こし、
　長座体前屈、開眼片足立ち、10
　ｍ障害物歩行、６分間歩行
参加費　無料（傷害保険は市で加
　入します）
持ち物　体育館シューズ、タオル
※申し込みは不要です。

と　き　10月６日（土）　午前９時
　30分～午後３時（雨天決行）
ところ　石水渓野外研修施設周辺
内　容　
▷石水渓ミニハイキング
▷出店（石水うどん、みたらしだ
　んご、わたがしなど）
▷障がい者の作品展示・販売、バ
　ルーンアート紙すき・紙絵体験
▷亀山シャイニングガールズのダ
　ンス、ソーラン踊り
▷宝さがし、マスつかみ（小学生
　以下対象、先着200人）

「体育の日」体育施設
無料開放

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

市民体力テスト
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

第５回石水渓まつり
石水渓まつり実行委員会（（財）亀山
市地域社会振興会内　☎82－7111）

第８回市民文化祭
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

もよおし

市民部保険年金室（☎84－5005）　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9188）

年金だより 不審な電話にご注意ください

　社会保険庁等の職員と称して、現金を
詐取するケースが全国的に増えています。
不審な電話や訪問があった場合は…
　できるだけ１人で対応せず、相手方の
名前や所属、要件を聞いて、メモを控え、
家族などに相談してください。 

▷お客様の口座番号や振込先などを電話で聞きません。
▷銀行振り込みやATMの操作を指示しません。
▷届出や申請の手数料として、現金は預かりません。
▷各種手続きの代行はしません。

日本年金機構と当機構が業務委託を
行う民間事業者は

さ  しゅ
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　（株）ＺＴＶをはじめとする県内
のケーブルテレビ５局が共同で、
映画「黒部の太陽」完全版の上映を
行います。
と　き　10月13日（土）
▷昼の部…午後０時30分～４時
▷夜の部…午後５時30分～９時
ところ　県総合文化センター中ホ
　ール
入場料　前売券… 1,000円、当日
　券…1,200円
※前売券はファミリーマートで販
　売します。
その他　収益の一部を義援金とし
　て東日本大震災の被災地にお送
　りします。

と　き　９月22日（祝）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　三重県司法書士会館３階
　（津市丸之内養正町17番17号）
相談内容　老後の心配事や財産管
　理・生活支援など成年後見制度
　の利用について
※クレジット・サラ金問題の相談
　も可能です。
相談方法　面談（予約不要）および
　電話相談（当日専用☎059－224
　－5401）

と　き　10月６日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　ジェフリーすずか（鈴鹿
　市神戸二丁目15番18号かんべ
　再開発ビル３階）
相談内容　相続・贈与・売買など
　の登記、担保権の設定・抹消な

　どの登記、会社・組合などの法
　人の登記、簡易裁判所の訴訟・
　民事調停手続など
※予約は不要です。

　身体に障がいのある人や妊産婦
の人など、歩行が困難な人に公共
施設や店舗などに設置される「お
もいやり駐車場」の利用証を交付
します。詳しくは県健康福祉部健
康福祉総務課または健康福祉部高
齢障がい支援室にお問い合わせく
ださい。　

利用証を取得するには？
　健康福祉部高齢障がい支援室で
は、９月18日（火）から申請が可
能です。交付申請書の提出と確認
書類（身体障害者手帳、母子健康
手帳、医師の証明書等）の提示が
必要です。
※県庁、県北勢福祉事務所、県保
　健福祉事務所、県障害者相談支
　援センターでも申請できます。

裕次郎の夢～全国縦断
チャリティ上映会

（株）ケーブルコモンネット三重
（☎059－236－5221）

成年後見無料相談会
三重県司法書士会・リーガルサポー
ト三重支部（☎059－224－5171）

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎96－8222）

三重おもいやり駐車場
利用証制度10月からスタート
県健康福祉部健康福祉総務課
（☎059－224－3249）、健康福祉
部高齢障がい支援室（あいあい　
☎84－3313）

お知らせ

　虐待によって、障がい者の権利
や尊厳が脅かされることを防ぐ「障
害者虐待防止法」が10月1日から施
行されます。虐待をもっと身近な
問題としてとらえ、みんなで虐待
防止に取り組みましょう。 

～だれもが安心して暮らせる社会を作りましょう～

■このようなことが虐待です！
　身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待等

■虐待を見つけたら、すぐに通報してください！
　障がい者が、家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待さ
れているのに気づいた人は、独りで抱え込まないで、すぐに健康福
祉部高齢障がい支援室に通報してください。
　虐待をなくすためには、小さなサインを見逃さず、すべての人が
協力しなければなりません。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐
待されている障がい者だけでなく、虐待している家族などが抱える
問題の解決にもつながるのです。

みんなで防ごう ！ 障がい者虐待 ！みんなで防ごう ！ 障がい者虐待 ！

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　④番窓口　☎84－3313）
※休日・夜間…市役所（☎82－1111）
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あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84ー3316）

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

高齢者実態調査
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

就業構造基本調査
企画部情報統計室（☎84－5029）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

き  じゅ えん

寝たきりにならないための
健康体操

～転倒予防のため足腰を鍛える～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

各種検診・教室
あいあいトレーニング室

利用説明会
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　９月末から10月中旬にかけて、
65歳以上の高齢者宅を、各地区の
民生委員・児童委員が訪問し、生
活の状態や緊急連絡先の確認をす
る高齢者実態調査を行います。調
査の結果を今後の福祉サービスの
提供につなげていきますのでご協
力をお願いします。
※調査の結果は、目的以外には使
　用しません。

　８月下旬から10月上旬にかけ
て、総務省統計局（亀山市）では、
10月１日現在の就業構造基本調査
を実施しています。調査から得ら
れるデータは、国や都道府県が雇
用政策等を企画・立案する上で重
要な指標となります。統計調査員
が伺った際には、調査票への記入
をお願いします。

　市では、市指定水道工事事業者
に委託して水道メーターの取り替
えを行っています。取替代金は無
料で、対象家庭の「使用水量のお
知らせ」にメーター取替対象と印
字しますのでご確認ください。
取替期間　９月21日（金）～27日（木）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

と　き　10月３日（水）午前11時～
　正午、22日（月）午後２時～３時

ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有する人
募集人数　各回５人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　室内用トレーニング
　シューズ、タオル、動きやすい
　服装
申込開始日　９月19日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。
その他　中学生以下、幼児連れの
　人は利用できません。

と　き　
▷初級編…10月10日（水）
▷中級編…10月23日（火）
※いずれも午後２時～３時
※両方の参加はできません。
ところ　あいあい１階集団指導室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有する人
募集人数　各回25人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
参加費　無料
持ち物など　タオル、動きやすい
　服装
申込開始日　９月19日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　10月24日（水）　
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい
内　容　主に生後５カ月～８カ月
　の離乳食の作り方の説明と試食
対象者　市内に住所を有する乳児
　の保護者、妊婦

定　員　15人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、試食用小
　皿、スプーン、エプロン、手ふ
　き用タオル、ふきん、筆記用具
申込期間　９月19日（水）～ 10月
　17日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

とき・ところ　
▷９月20日（木）　午後１時30分
　～３時…東部地区コミュニティ
　センター
▷９月27日（木）　午後１時30分
　～３時…昼生地区コミュニティ
　センター
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。

と　き　９月23日（日）　
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀寿苑デイアップセンター
講　師　健康運動指導士　
　　　　岡　敏彦さん
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。
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と　き　10月11日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　医療法人　社団主体会・
　　　　社会福祉法人　青山里会
　　　　理事長　川村陽一さん
対象者　おおむね65歳以上の高齢
　者またはその家族など
参加費　無料
持ち物　筆記用具
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

と　き　10月25日（木）
　　　　午後１時～２時30分　
ところ　城北地区コミュニティセ
　ンター
講　師　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん

対象者　介護予防や地域福祉に関
　心のある人
参加費　無料
持ち物　筆記用具、飲み物　
※申し込みは不要です。

と　き　10月12日（金）
　　　　午前10時～正午
ところ　健康づくり関センター
講　師　手打ちそばインストラク
　ター　豊田秋郎さん
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
募集人数　10人（先着順）
参加費　200円
持ち物　エプロン、タオル、三角
　きん
申込期限　10月５日（金）
申込方法　華旺寿在宅介護支援セ
　ンターへ電話でお申し込みくだ
　さい。

と　き　10月26日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
持ち物など　上履き、タオル、動
　きやすい服装
※申し込みは不要です。
※健康チェックを行います。

と　き　10月1日～ 12月3日の毎
　週月曜日　午前10時～ 11時（全
　10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　35人（先着順）
参加費　3,000円（別途スポーツ安
　全保険料800円が必要）
持ち物　水着、キャップ
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

亀山学校
～亀山には白鳥の湯があるけど
　温泉の効能って知ってる？～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

 はつらつ教室
～レクリエーション
　　　　楽しくできる全身運動～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

関いきいき教室
　  ～そば打ち体験を通じて
　　　　　　　  食を楽しもう～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

か お す

加太いきいき教室
～自宅でできる健康体操～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

水中ウオーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）
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図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）

10月の催し
※参加費無料

10月６日（土）　午後２時～　児童室
10月10日（水）　午後４時～　関文化交流センター

おはなしの会
と　き　10月20日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
協　力　亀山絵本と童話の会

手作り人形劇（申込不要）

10月３日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会

●市立図書館…毎週火曜日、26日（金）
●関図書室…１日（月）、９日（火）、15・22日　
　　　　　　（月）、26日（金）、29日（月）

休館日
読書教養講座（申込不要）
と　き　10月14日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　大菩薩峠３・仏教入門１
講　師　山口淳有さん
定　員　30人（先着順）

じゅん ゆう テレホン童話
10月１日～15日　星の宮の祭り
10月16日～31日　ユウくんは、公園で…　

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし
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と　き　10月４日～ 12月６日の
　毎週木曜日　午前10時～ 11時
　（全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　3,000円（別途スポーツ安
　全保険料800円が必要）
持ち物など　運動シューズ、飲み
　物、動きやすい服装
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

と　き　10月３日～ 12月26日の
　毎週水曜日（全10回）
※10月17日、11月14日、12月12
　日は除く
ところ　東野公園体育館
コース
①小学１～３年生…午後３時～４
　時
②小学４～６年生…午後４時～５
　時30分
募集人数　各15人（先着順）

参加費　①2,800円、②3,800円
　（スポーツ安全保険料を含む）
持ち物など　体育館シューズ、動
　きやすい服装
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

　専門家によるセミナーや個別相
談会を開催し、中小企業の経営革
新に向けた取り組みを支援しま
す。
と　き
▷セミナー…10月10日～11月21日
　の毎週水曜日　午後６時30分～
▷個別相談会…11月30日（金）
　　　　　　　午後１時～
ところ　亀山商工会議所
対象者　市内中小企業のうち、製
　造業や関連業種の経営者または
　後継者
定　員　20人（先着順）
参加費　無料

申込期限　９月28日（金）
申込方法　環境・産業部商工業振
　興室または亀山商工会議所へ電
　話でお申し込みください。

みんなで楽しく
ウオーキング教室

関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

小学生フットサル教室
東野公園体育館（☎83－1888）

中小ものづくり経営革新塾
参加者募集

環境・産業部 商工業振興室
（☎84－5049）、亀山商工会議所
（☎96－0330）

募　集

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

国旗で知ろう ！ 外国のことクイズクイズ

人権 国際化男女共同参画

下の国旗は、亀山市に住む外国人の出身国の一部の国旗です。どこの国の国旗でしょうか？ 

　皆さんはいくつ分かりましたか？
　亀山市には約３０カ国から来た多くの外国人が生活しています。まずは国旗から外国のことを勉強
してみましょう。相手のことを知ることから、多文化共生は始まります。 

答え　①ブラジル　　②フィリピン　　③カナダ　　④トルコ

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「地域防災計画について聞
　いてみよう！」
●エンドコーナー（亀山愛児
　園②）

9月14日～19日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「ウオーキングをはじめよ
　う♪」
●エンドコーナー（イベント
　と風景）

9月21日～26日

※午前６時～午前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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　身体障がい者や高齢者の社会参
加と世代間交流、また、亀山高等
学校システムメディア科生徒の教
育と地域交流の一環としてパソコ
ン教室を開催します。
と　き　10月19日（金）、11月２日
　（金）、９日（金）、16日（金）、30
　日（金）（全５回）
時　間　午前11時20分～午後０
　時20分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　パソコンの立ち上げから
　文書作成など（初心者対象）
※OSはWindows7で、Word2010
　対応です。
対象者　次のいずれかに該当し、
　すべての日に参加できる人
▷身体障害者手帳所持者（特別な

　機器を使用せずパソコン操作が
　できる人）
▷65歳以上の高齢者
募集人数　９人（先着順）
参加費　無料（テキスト代などは
　受講者負担）
申込期間　９月18日（火）～ 28日
　（金）　午前８時30分～午後５
　時15分
※土・日曜日、祝日は除く
申込方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室へ電話または直接お申し
　込みください。

と　き　10月27日（土）
　午前８時30分～（雨天中止）
ところ　西野公園野球場、東野公
　園ソフトボール場、関総合スポ

　ーツ公園多目的グラウンド
参加資格　大会当日に、30歳以上
　の市内在住の人
チーム編成　原則として自治会単
　位でチームを編成し、監督を含
　め20人以内。ただし40歳以上の
　人が常時３人以上出場すること。
※自治会でチームを編成できない
　場合は、近隣自治会と合同でチ
　ームを編成することも可能です。
参加費　参加人数×50円（スポー
　ツ傷害保険料）
申込期限　10月１日（月）
申込方法　所定の申込書に参加費
　を添えて、文化部文化スポーツ
　室へお申し込みください。
※大会実施要項と申込用紙は、文
　化部文化スポーツ室にあります。
組み合わせ抽選会
と　き　10月15日（月）午後7時～
ところ　青少年研修センター２階
　研修室

壮年ソフトボール大会
参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

身体障がい者・高齢者の
パソコン教室参加者募集
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

10月10月

個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日は、
専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設へお問
い合わせください。

体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
プール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出
　しは行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐ時は
　保護者の付き添いが必要です。
個人使用デー　毎週水曜日

体
育
施
設
の

一
般
公
開

体
育
施
設
の

一
般
公
開

曜日
月 テニス
火 卓球・バドミントン バドミントン

卓球・バドミントン バドミントン
水 バスケットボール・バレーボール
木
金 卓球・バドミントン
土 卓球・バドミントン
日 卓球・バドミントン

午前 午後 夜間
●西野公園体育館

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

午前   9:00～12:30（12:00）
午後 13:00～17:30（17:00）
夜間 18:00～21:30

＜施設利用時間＞

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

一般 100円（200円）
中学生以下   50円（無料）

＜施設利用料金＞

個人使用デー　10月1日（月）～5日（金）

曜日
月 卓球・ニュースポーツ
火 バドミントン・ソフトバレー
水 バスケットボール
木 バレーボール
金 バドミントン
土 卓球 バレーボール
日 バスケットボール

午前 午後 夜間

個人使用デー　10月15日（月）～19日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）
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　平成23年５月と８月に公布された「地域の自主性
及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律」（地域主権改革一
括法）によって、これまで国の法令で全国一律に定
められていた道路などの整備基準を市の条例で定
めることになり、市ではその整備を進めています。
　そこで、下記の案件について、皆さんのご意見
をお寄せください。
閲覧および意見の提出期限
　10月12日（金）（当日消印有効）
閲覧場所　下記の各担当室、市情報公開コーナー（市   
　役所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口
※閲覧は、各施設での開庁時間内にできます。ま
　た、市ホームページでも閲覧できます。
     　http://www.city.kameyama.mie.jp

意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人
　や市内で事業をしている人
提出方法　次の事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、下記の各担当室へ提出して
　ください。
○件名　「亀山市○○条例（案）に対する意見」また
　は「亀山市○○条例の一部を改正する条例（案）に
　対する意見」
○住所、氏名（ふりがな）
○勤務先または通学先（市外在住の人のみ記入して
　ください）
○意見
※提出様式は自由です。
ご意見の取り扱い
▷お寄せいただいたご意見は、取りまとめの上、
　回答とともに公表します。また、個別に直接回
　答はしません。
▷ご意見をいただいた人の氏名などの個人情報は、
　公表しません。
▷いただいたご意見のうち、公表することにより個
　人の権利や利益を害する恐れのあるものは、その
　全部または一部を公表しないことがあります 。

ご意見をお寄せください！
地域主権改革一括法に関する市の条例（案）

総務部法制執務室（☎84－5033）

亀山市道路の構造の技術的基
準等を定める条例（案）について

建設部まちづくり整備室
☎84－5042　FAX82－9669
　 machidukuri-s@city.kameyama.mie.jp

市役所２階
〒519ー0195
本丸町577番地

総合環境センター
〒519－0166
布気町442番地

亀山市準用河川に係る河川管
理施設等の構造の技術的基準
を定める条例（案）について

建設部維持修繕室
☎84ー5041　FAX82－9669　　　
    ijishuuzen@city.kameyama.mie.jp

亀山市都市公園条例の一部を
改正する条例（案）について

建設部まちづくり計画室
☎84ー5046　FAX82－9669　　
    machidukuri-k@city.kameyama.mie.jp

亀山市営住宅条例の一部を改
正する条例（案）について

建設部建築住宅室
☎84ー5037　FAX82－9669
    kenchiku@city.kameyama.mie.jp

亀山市廃棄物の処理及び清掃
に関する条例の一部を改正する
条例（案）について

環境・産業部廃棄物対策室
☎82ー8081　FAX82ー4435
    haikibutu@city.kameyama.mie.jp

関支所
〒519－1192

関町木崎919番地１

亀山市公共下水道条例の一部
を改正する条例（案）について

上下水道部下水道室
☎97ー0623　FAX96ー3321
    gesuidou@city.kameyama.mie.jp

亀山市水道事業布設工事監督
者の資格等を定める条例（案）
について

上下水道部上水道室
☎97ー0622　FAX96ー3321
    jyousuidou@city.kameyama.mie.jp

案件名 担当室 場所

URL

（　　　　　　　　 ）

（　　　　　　　　 ）

（　　　　　　　　        ）

12 広報かめやま　平成24年9月16日号



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

　「関宿・周辺地域にぎわいづく
り基本方針」に基づき、関宿およ
びその周辺地域のにぎわいづくり
に寄与し、公益上必要であると認
められる事業を行う団体に補助金
を交付します。平成24年度中に
この補助金を活用し、事業を行う
団体を追加募集します。
※政治、宗教、営利を目的とする
　団体や、市からほかの補助金な
　どを受けている事業は応募でき
　ません。
補助金の額　予算の範囲内で金額
　を決定します。
事業例
▷関宿の町並みが育んだ文化と誇
　りを受け継ぐための事業
▷快適に暮らし続けることのでき
　る環境を確保するための事業
▷人との出会い、ふれあい、語ら
　いを楽しむための事業　など
申込期限　10月15日（月）
申込方法　所定の書類に必要事項
　を記入の上、文化部観光振興室
　へ直接お申し込みください。

　音訳とは、何らかの障がいによ
って「視覚」からの情報を得ること
が困難な人に、文字などを「音声」
に換えて提供することです。音訳
や朗読に関心のある人、ボランテ
ィアを始めたい人はぜひ、ご参加
ください。
と　き　10月６日、13日、27日、11
　月３日の土曜日　午後１時30分～
　３時30分（全４回）
ところ　あいあい２階研修室
内　容
▷第１回…腹式呼吸で声を出す
▷第２回…正しいアクセントを学
　ぶ

▷第３回…内容を伝える読み方
▷第４回…録音実技を学ぶ　
募集人数　15人（先着順）
参加費　無料
協　力　亀山朗読奉仕会
申込期限　９月28日（金）
申込方法　市社会福祉協議会へ電
　話でお申し込みください。

　皆さんのご意見をお寄せくださ
い。
閲覧および意見の提出期間　
　９月20日（木）～ 10月11日（木）
※郵送の場合は当日消印有効
閲覧場所　鈴鹿亀山地区広域連合
　介護保険課、鈴鹿亀山地区広域
　連合ホームページ　（ 　http://
　www.suzukakameyama-kouiki
　.jp/）
意見を提出できる人　鈴鹿市また
　は亀山市に在住・在勤・在学の
　人
提出方法　下記の事項を記入の上、
　郵送、ファクス、Eメールまた

　は直接、鈴鹿亀山地区広域連合
　介護保険課（〒513－0801　鈴鹿
　市神戸一丁目18番18号　鈴鹿市
　役所西館３階　FAX059－369－
　3202　 　skkaigo@mecha.ne.jp）
　へ提出してください。
○件名「鈴鹿亀山地区指定地域密
　着型サービスの事業の人員、設
　備及び運営に関する基準を定め
　る条例について」、住所、氏名
　（ふりがな）、勤務先または通学
　先（鈴鹿市、亀山市以外に在住
　の人のみ）、意見
※提出様式は自由ですが、様式を
　ホームページからダウンロード
　することもできます。
ご意見の取り扱い
▷お寄せいただいたご意見は、取
　りまとめの上、回答とともに公
　表します。また、個別に直接回
　答はしません。
▷ご意見をいただいた人の氏名な
　どの個人情報は、公表しません。
▷いただいたご意見のうち、公表
　することにより個人の権利や利
　益を害する恐れのあるものは、
　その全部または一部を公開しな
　いことがあります。

URL

指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関
する基準を定める条例の鈴鹿
亀山地区広域連合独自基準
（案）への意見を募集
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険
課（☎059－369－3201）

関宿にぎわいづくり補助金
活用事業の追加募集

文化部観光振興室（☎96－1215）

音訳ボランティア入門教室
参加者募集

市社会福祉協議会（☎82－7985）

寄付をいただきました寄付をいただきました
　８月27日、亀山市老人クラブ
連合会から教育委員会に、手
づくりのぞうきん1,500枚が寄付さ
れました。ぞうきんは市内の学校
や幼稚園で活用されます。

　８月24日、かめやま元気会の
皆さんから市に、８月に行われた
納涼大会のバザーの売上金が
寄付されました。寄付金は福祉
の向上に活用されます。
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かめじフェスタ

と　き　９月30日（日）
　午前10時～午後２時（雨天決行）
ところ　亀山自動車学校
内　容
▷縁日コーナー…亀山みそ焼きう
　どんなどの屋台
▷ステージ…風船太郎、葛葉太
　鼓、亀山シャイニングガールズ、
　よさこい、ビンゴ大会など
▷イベント…亀の市、新鮮野菜販
　売、電気自動車の体験乗車会
▷キッズコーナー…白バイ、パト
　カー記念撮影会、サイドカーの
　体験乗車会
問合先　亀山自動車学校
　　　  （☎82－0112）

第８回関宿スケッチコンクール

と　き　10月７日（日）　午前９時
　～午後４時30分（雨天決行）

ところ　関宿まちなみ一帯
受付場所　関宿素描館（関町中町、
　旧落合家住宅）
参加費　
▷一般の部…200円
▷子どもの部…無料
※申し込みは不要です。
※10月７日の午後４時30分まで
　に関宿で描いたスケッチ（油彩
　は不可）を受付へ提出してくだ
　さい。
問合先　関宿スケッチコンクール
　実行委員会（森　☎82－4125）

亀山あるこうかいクラブ
～野登の古刹と小川集落～

と　き　10月７日（日）
　　　　午前10時～（雨天決行）
集合場所　あいあい
コース　あいあい→辺法寺→不動
　院→前田川→小川→住山→あい
　あい（約10km）
参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具は各自ご持参くださ
　い。
問合先　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

ポルトガル語講座の
参加者募集

と　き　10月17日～ 12月19日の
　毎週水曜日　午後７時30分～
　９時（全10回）
ところ　市民協働センター「みら
　い」２階大会議室または第１会
　議室
講　師　伊達エリンダさん、伊達
　梨乃さん
募集人数　30人（先着順）
参加費　運営費5,000円（会費3,000
　円）とテキスト代1,300円
申込期限　10月14日（日）
申込・問合先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876、
 　FAX82－4478）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）10月の催し10月の催し
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
※毎月第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、10月15日（月）～19日（金）
　（展示入れ替え）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

〈企画展示〉 

〈常設展示〉 

第19回企画展「職人さんの手仕事と道具」
と　き　10月20日（土）～ 12月16日（日）
内　容　昭和30年代頃までは市域に多くの職人が
　みえ、その「手仕事」によって人々の暮らしは支
　えられていました。鍛冶屋、籠屋、和菓子屋、
　髪結などの職人の手仕事と道具を紹介し、その
　魅力をお伝えします。
企画展示観覧料　無料

第22回テーマ展示「劇場新町座」
　と　き　12月16日（日）まで

か じ や

かみゆい

かご   や
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子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　3日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成23年3月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　25日（木）　あいあい
　　　　　　※平成21年4月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　18日（木）　あいあい

広報ガイド 10月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
３・31日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
10日(水) 10:30 ～ 11:00
かるがも親子タイム

マミーズおはなしボックス
19日（金） 10:30 ～ 11:00

保健だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

育児相談

1歳６カ月児健診

3歳児健診

関子育て支援センター　☎96－0181

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　
☎090ー1566ー1523

ようこそマタニティスクール
４・11日（木） 10:00 ～ 15:00
10月生まれのお誕生会
25日（木） 10:00 ～ 15:00
心肺蘇生法講習会　※要予約
29日（月） 11:00 ～ 11:30

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
３・10・17・24・31日（水）
10:00 ～ 11:00
茶道講座（要予約※のんのへお越しください。）
16日（火） 10:30 ～ 11:30

リズム遊び
４・11・18・25日（木）、31日（水）
10:00 ～ 10:30

ぽっぽくらぶ
10・17・24・31日（水） 10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
11日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
25日（木） 10:30 ～ 11:00

※診療時間は13:00～ 21:00。当番医が変更になる場合もあります。
※問い合わせは三重県救急医療情報センター (☎82－1199)、市役所(☎82－
　1111)へ 

各種相談

人権相談

市役所1階小会議室
（☎84－5066）

９日（火） 13:00～15:00

25日（木） 13:00～15:00

９日（火） 13:00～15:00

17日（水） 13:00～15:00

17日(水)

30日（火)

よろず人権相談 18日（木）

ボランティア相談 12日（金）

22日（月）

子ども医療相談

22日（月）

療育手帳の相談・判定

4日（木）

17日（水） 9:10～15:50

青少年相談

月～金曜日 9:00～16:00

家庭児童相談

市民活動なんでも相談
相談員による相談。
予約制（１カ月前から受付）

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

公証人・心配ごと相談
遺言、相続、契約、その他の心配ごとに
関する相談。予約制（1カ月前から受付）

知的障がい者相談
当事者の家族（ペアレントメン
ター）による相談

12 ・ 26日
（金）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

関支所1階応接室1
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

あいあい
児童精神科医

（☎83－2425）

あいあい
児童相談所職員
（☎83－2425）

月～金曜日 9:00～17:00（子ども虐待およびDVなどを含む）

身体障がい者相談
当事者による相談

鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

18日（木） 13:00～16:00
あいあい（☎84－5039）

建設部建築住宅室
無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:50～17:00

あいあい（☎84－5066）

あいあい（☎82－8184）

あいあい（☎82－7985）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎84－3313）

22日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00

月～金曜日 9:00～17:00
青少年総合支援センター

（☎82－6000）

休日の当番医休日の当番医 ※必ず電話で確認してから受診してください。

亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）
伊東医院（野村三丁目　☎82－0405）
皮ふ科 野内クリニック（南崎町　☎98－4112）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）

7日（日）
8日（祝）
14日（日）
21日（日）
28日（日）
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