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平成 27 年度

が支給されます
臨時福祉給付金

　平成 26年４月の消費税率の引き上げ（５％→８％）による影響を
緩和するために、臨時的な措置として給付金が支給されます。

支給対象者
　基準日（平成 27年１月１日現在）に亀山市に住民登録があり、
平成 27年度分の市県民税が非課税の人
※「課税されている人に扶養されている人」と「生活保護の受給者」は対象外です。
※�亀山市以外に住民登録をしている人は、各市区町村で申請期間などが異なるため、
住民登録をしている市区町村の臨時福祉給付金担当へお問い合わせいただくか、
ホームページなどで事前にご確認ください。

支給額
　支給対象者１人につき 6,000 円
※今年度は、加算措置はありません。

申請から受取までの流れ

　支給対象と思われる人には、８月末に申請書を郵送します。
※申請書が届かない人で、支給対象になると思われる人は、臨時福祉給付金支給プロジェクト・
　チームへお問い合わせください。

１．申請書の送付

　審査の上、支給対象と認められた人は、支給決定通知を郵送します。
※支給対象と認められない人には、不支給決定通知を郵送します。

３．支給の決定　

　支給決定通知の送付後、申請書に記入された指定口座に給付金を振り込みます。
※振り込みまでは、申請書の提出から１カ月半～２カ月程度かかる見込みです。

４．給付金の受取

申請方法　申請書を申請場所へ持参、または申請書に同封の返信用封筒で郵送してください。
申請期間　９月１日（火）～平成 28年１月 29日（金）（郵送の場合は当日消印有効）
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く、午前８時 30分～午後５時 15分
申請場所　市役所１階「臨時福祉給付金」窓口、総合保健福祉センター「あいあい」３番窓口、
　　　　　関支所、加太出張所
提出書類
▷必要事項を記入の上、押印した申請書
▷本人確認書類の写し（運転免許証、旅券、健康保険証など、いずれも有効期限内のものに限る）
※外国人は有効期限まで１カ月以上ある在留カードが必要です。
▷振込先金融機関口座の通帳またはキャッシュカードの写し

２．申請書を提出

９月から
受付を開始します
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臨時福祉給付金相談会の日程
　臨時福祉給付金の申請取次を行います。お気軽にお越しください。

相談日 時　間 会　場 住　所

10月17日（土）

8：30 ～ 10：00
井田川地区北コミュニティセンター みどり町55−2
城西地区コミュニティセンター 西丸町553−1
神辺地区コミュニティセンター 太岡寺町1259−1

10：30 ～ 12：00
川崎地区コミュニティセンター 川崎町2785−6
城北地区コミュニティセンター 亀田町466−18
関文化交流センター 関町泉ヶ丘1011−1

13：30 ～ 15：00
野登地区コミュニティセンター 両尾町1908−5
東部地区コミュニティセンター 阿野田町1672
御幸地区コミュニティセンター 東御幸町220−3

10月24日（土）

8：30 ～ 10：00
天神・和賀地区コミュニティセンター 天神四丁目9−14
本町地区コミュニティセンター 本町二丁目7−38
白川地区北コミュニティセンター 白木町2813−1

10：30 ～ 12：00
南部地区コミュニティセンター 安知本町950−2
城東地区コミュニティセンター 東町一丁目8−22
関町北部ふれあい交流センター 関町会下1265−20

13：30 ～ 15：00
昼生地区コミュニティセンター 下庄町3049−2
井田川地区南コミュニティセンター 和田町813
林業総合センター 加太板屋4622−1

10月31日（土）
8：30 ～ 10：00 北東地区コミュニティセンター 北町2−37

10：30 ～ 12：00 鈴鹿馬子唄会館 関町沓掛234
13：30 ～ 15：00 野村地区コミュニティセンター 野村三丁目10−9

※相談会では、申請書の新規発行、再発行、支給対象であるかどうかの確認はできませんのでご了承ください。

連絡事項
▷�課税の状況に関する電話でのお問い合わせは、本人確認ができないため、お受けす
ることができません。
▷�申告された時期などによって、支給対象者であっても申請書が発送されていない場
合がありますので、支給対象と思われる人は、臨時福祉給付金支給プロジェクト・
チームへお問い合わせください。
▷�支給要件などを満たせば、「子育て世帯臨時特例給付金」を受け取ることができます。
詳しくは、市民文化部保険年金室へお問い合わせください。

「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付
金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”
にご注意ください。

　市や厚生労働省（の職員）
などを騙

かた

った不審な電話や郵
便があった場合は、市役所や
警察署へご連絡ください。

問合先　【申請方法などに関すること】 臨時福祉給付金支給プロジェクト・チーム（☎96－9029）

　　　　【制度に関すること】 厚生労働省 臨時福祉給付金に関する専用ダイヤル（☎0570－037－192）

　　　　【「子育て世帯臨時特例給付金」に関すること】 市民文化部保険年金室（☎84－5005）
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と　き　９月３日（木）
　　　　午後１時～３時30分
ところ　亀山消防署北東分署
　　　　（長明寺町842－1）
内　容
▷講演
　「耳鼻咽喉科の救急について」
　（三井耳鼻咽喉科　院長　三井　泰さん）
　「当院の救急搬送例の検討」

　「救急医療週間」にちなみ、亀山医
師会との共催で、救急医療や救急
に関する市民講座を開催します。

　（市立医療センター院長）
▷救急教室
　�「消防救急の現状と救急隊活動
訓練デモンストレーション」

　（市消防職員）
申込期限　８月28日（金）
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。

もよおし
救急医療市民講座

健康福祉部健康推進室（あいあい
☎84－3316）、消防本部消防救急
室（☎82－9496）

問合先
財務部財政行革室（☎84－5030）

事務事業点検制度『ザ･点検 ～亀山モデル～』
外部点検 を実施します

　平成26、27年度に実施した『ザ･点検�～亀山モデル～』内部点検の結果を
もとに、市民や学識経験者などの外部委員による外部点検を実施します。
　当日は対象事業ごとに説明、議論、評価の手順で進行し、「目的にあって
いるか」、「どれくらい費用がかかっているか」などを点検します。
　この点検は公開の場で行いますので、皆さんも会場にお越しいただき、
点検の様子をご覧ください。
と　き　８月29日（土）　午前９時～午後０時20分（終了予定）
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）２階大会議室・研修室
点検の流れ（１事業60分程度）

事業説明
　担当室が事前に配付している
資料に沿って、事業の目的、内容、
進捗状況、事業費、課題などを補
足説明します。

質疑応答・議論
　評価者（市民や学識経験者な
ど）が、事業目的の達成手段、効
果・効率性などについて質問を行
い、担当室と議論します。

評価
　判定区分を表す番号を札上げ
し、採決を行います。また、事業に
ついて評価者からコメントし、班
の意見を取りまとめます。

　評価の結果や外部点検評価者の意見や提言などを参考に事業の見直
しを検討し、平成 28年度以降の予算に反映していきます。
※これまでの内部点検の結果は、市ホームページでご覧いただけます。

①不要（市の事業として）
②抜本的見直し
③民間活力の活用、協働
④要改善
⑤現行通り・拡充

判
定
区
分

対象事業（班・時間割）

※当日の時間割は変更となる場合がありますのでご了承ください。また、時間は対象事業により前後する場合があります。

時　間
１ 班 ２ 班

事業名称 担当室 事業名称 担当室

① 9：00 ～ 10：00 害虫駆除対策事業 地域づくり支援室 市民活動支援事業 共生社会推進室

② 10：10 ～ 11：10 防犯対策事業 地域づくり支援室 高齢者・障がい者（児）タク
シー料金助成事業 高齢障がい支援室

③ 11：20 ～ 12：20 関宿・周辺地域にぎわい
づくり推進事業 観光振興室 青少年総合支援センター

運営事業 生涯学習室

暮らしの情報
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　午前11時～午後３時30分
ところ　鈴鹿市立体育館
内　容
▷�28日…企業と障がい者との就
職面接会、Ａ型事業所と各種支
援機関による就職面談会、企業
向け各種助成金相談会など
▷�29日…スペシャルコンサート、
キッズコーナー、福祉事業所の
生産商品の展示や販売など
※�両日ともに、ベルカフェやマル
シェギャラリーなどの催しあり

参加費　無料
※申し込みは不要です。
主 　催　鈴鹿市、ハローワーク鈴
鹿、就労マルシェ実行委員会

　市では、市指定水道工事事業者
に委託して、検定有効期間の満了
が近い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

　婦人会連絡協議会が今年60周年
を迎えたことを記念して、講演会
を行います。ぜひご参加ください。
と　き　９月１日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
演　題　生き生き暮らしの健康法
講　師　市立医療センター
　　　　院長　今井俊積さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　障がい者の就労促進と福祉事
業所などで作る商品や提供する
サービスを応援するため開催し
ます。
と　き
▷８月28日（金）
　午後１時30分～３時30分
▷８月29日（土）

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
▷８月24日（月）～ 28日（金）
▷９月24日（木）～ 29日（火）
▷10月23日（金）～ 29日（木）
※�メーターの使用期限は蓋

ふた

の内
側で確認でき、約１年前から取
替対象になります。

※�不在時でも取り替える場合が
あります。メーターの周りに物
を置かないなど、ご協力をお願
いします。

　じゅうたんの張り替えのため、
亀山子育て支援センター（あいあ
いっこ）の利用時間を変更します。
利用時間（変更内容）
▷８月28日（金）…午前９時～
　午後３時
▷８月29日（土）…休館
▷８月31日（月）…午後１時～４
　時（午前は休館）

お知らせ

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

さぁ！ はじめよう　介護予防さぁ！ はじめよう　介護予防
Vol.5  低栄養について②

70歳以上の人は、健康を気遣い食事に配慮している人でも低栄養に陥りやすいので、予防することが大切です。

水道メーターの取り替え
建設部上下水道局上水道室

（☎97－0621）

60周年記念講演会
婦人会連絡協議会事務局（教育委
員会生涯学習室内　☎84－5057）

2015鈴鹿市発
障がい者の就労マルシェ
鈴鹿市保健福祉部障害福祉課

（☎059－382－7626）

あいあいっこ 利用時間変更、
臨時休館のお知らせ

亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

元
気
長
寿
の
た
め
の
食
事
の
ポ
イ
ン
ト

①朝・昼・夕、決まった時間に食べる
　食が進まない時も、食べられるものを少しでも食べましょう。
②食事を楽しむ
　家族や友人と食事をする機会を持ったり、旬の食材を使って季節感を味わったりしてみましょう。
③調理方法を工夫する
　噛む力や飲み込む力に合わせ、お粥にしたり、一口で食べられる
サイズに切ったりするなど工夫しましょう。
④良質のたんぱく質を摂取する
　肉、魚、卵、大豆製品などのたんぱく質を含むおかずを積極的に
食べましょう。
⑤カルシウムの不足に気を付ける
　牛乳、ヨーグルトなどの乳製品を毎日食べましょう。
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暮らしの情報

ところ　あいあい１階集団指導室
内 　容　母乳・お母さんの歯の健
康・産後の生活についての話、
参加者同士の交流

対 象者　市内に住所を有する妊婦
とその夫

定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　８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。
※申込時に簡単な問診をします。

　１歳未満のお子さんとその保
護者に、亀山子育て支援センター
（あいあいっこ）を開放します。お
子さんと一緒にゆったりと過ご
してみませんか。
と　き　９月10日（木）
　　　　午後１時～４時
ところ　亀山子育て支援センター
対 象者　１歳未満の乳児とその保
護者

参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き
▷９月９日（水）　午前11時～正午
▷９月16日（水）　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　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　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　８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　中学生以下の子ども同伴
での利用はできません。

と　き　９月30日（水）
　　　　午後１時30分～３時

そ の他　対象でない人の施設利用は
午前９時～午後１時になります。

　水が苦手な人も参加できる教
室です。水慣れ、泳ぎの基本から、
最終的にはクロールの習得を目
指します。
と 　き　９月１日～ 11月３日の
毎週火曜日　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
定　員　20人（先着順）
参 加費　3,900円（スポーツ保険料
含む）

持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　８月16日（日）
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。

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）

妊婦教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

あいあいっこ ベビーのつどい
亀山子育て支援センター

（あいあい　☎84－3314）

大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

～国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ～
国民年金保険料の追納をお勧めします！年金だより

市民文化部保険年金室（☎84－5005）　　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

　国民年金保険料の免除（全額・一部・法
定）、若年者納付猶予、学生納付特例の承認
された期間がある場合、保険料を全額納め
た場合と比べ、老齢基礎年金（65歳から受け
られる年金）の受取額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受
け取る老齢基礎年金を増額するために、10
年以内であればさかのぼって古い月分から
納める（追納する）ことができます。
※�詳しくは、市民文化部保険年金室または
日本年金機構津年金事務所へお問い合わ
せください。

●手続きなど
▷�追納を行う場合は、申し込みが必要です。市民文化部保険年
金室または日本年金機構津年金事務所で申し込みを行い、
厚生労働大臣の承認を受けた後、納付書が郵送されます。

▷�承認等をされた期間のうち、原則、古い期間から保険料を
納付していただきます。

▷�保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度か
ら起算して、３年度目以降に保険料を追納する場合は、承
認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が
上乗せされます。

▷口座振替やクレジット納付はできません。
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

9 月9 月

●西野公園体育館  （582－1144） ●東野公園体育館  （583－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　９月７日（月）～ 11日（金） 個人使用デー　９月14日（月）～ 18日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（596－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
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。

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球
バドミントン

バスケットボール
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球
バドミントン

バスケットボール
ソフトバレー

ニュースポーツ
バレーボール

卓球、ニュースポー
ツ、バドミントン

火 バドミントン
ソフトバレー

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

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

一般 100 円（200 円）
中学生以下   50 円（無料）

　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。

市子連
ソフトボール大会
キックボール大会
低学年キックボール大会

が開催されました！

　西野公園で、亀山市子ども会
育成者連絡協議会主催「第38回ソ
フトボール大会」、「第36回キック
ボール大会」、「第４回低学年キッ
クボール大会」が開催されました。

●ソフトボール大会
優　勝　白川子ども会チーム
準優勝　亀田・アイリス子ども会チーム
３　位　野村・愛宕・南野チーム
　　　　昼生チーム

●キックボール大会
優　勝　みなみチーム
準優勝　川崎チーム
３　位　白川子ども会チーム
　　　　亀田アイリスＡチーム

●低学年キックボール大会
優　勝　みなみチーム
準優勝　栄町チーム
３　位　白川子ども会チーム
　　　　かんべチーム
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と 　き　９月14日～ 11月23日の
毎週月曜日　午前10時～ 11時
（10月12日を除く全10回）

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　35人（先着順）
参 加費　3,900円（スポーツ保険料
含む）

持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　８月16日（日）
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。

　水が怖い子から、クロールを上
達したい子まで！各クラスに分か
れてレベルアップを目指します。
と　き
▷�月曜コース…９月14日～ 11月
23日の毎週月曜日（10月12日を
除く全10回）
▷�金曜コース…９月11日～ 11月
13日の毎週金曜日（全10回）
※�いずれも幼児は午後３時～４
時、キッズは午後４時～５時、
ジュニアは午後５時～６時

　簡単なポーズを中心としたピラ
ティス・ヨガを体験しましょう。
と 　き　９月８日～11月24日の毎
週火曜日　午後３時～４時（９
月22日、11月３日を除く全10回）

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
講 　師　日本コアコンディショニ
ング協会認定インストラクター
古賀仁美さん

対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参 加費　3,900円（スポーツ保険料
含む）

持 ち物など　室内シューズ、飲み
物、タオル、ヨガマット（お持ち
の人）、動きやすい服装

申込開始日　８月16日（日）
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。

　水の特性を利用し、ダイエットや
運動不足に効果的な動きを取り入れ
た水中ウォーキングを実施します。

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者
▷幼児…３歳～未就学児
▷�キッズ…５歳～小学校低学年
▷ジュニア…小学１～６年生
定　員　各15人（先着順）
参 加費　11,600円（スポーツ保険
料含む）

持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　８月16日（日）
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。

と　き　８月27日（木）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　昼生地区コミュニティセ
ンター

対 象者　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
※�５月の教室で作成した体操用
の棒があればお持ちください。

※申し込みは不要です。

暮らしの情報

昼生ニコニコ教室
～棒体操～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

共生共生 市民文化部文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 国際化男女共同参画

三重県は、全国３位！
　実は、三重県は、県内人口に占め
る外国人の割合が全国３位です（平
成26年12月末現在・「法務省在留外
国人統計」より）。ちなみに１位は東
京都、２位は愛知県です。
　亀山市では、1,706人（平成27年
７月１日現在）の外国人住民が生活
しています。数カ月間だけ居住する
技能実習生なども多いのですが、定
住の外国人は約1,200人います。

簡単ピラティス・ヨガ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

水中ウォーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

幼児・キッズ・ジュニア
短期水泳教室

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

一緒に生活する外国人と日本語で話す時のポイントは？
　「ゆっくり話す」、「簡単な言葉で話す」ことが特に重要です。例え
ば、可燃ごみの日に不燃ごみが出されていたら、「今日は、可燃ごみ
の日ではないですから、カレンダーどおりに出してください」は、

「今日、このゴミ、ダメ。○曜日に出して」と笑顔で説明してください。
外国語でなくても、身振りや手振りを交えたやさしい日本語で話す
と、きっと通じるはずです。
　言葉の不便さがある慣れない国で生活
している外国人住民と一緒に、  より良い
地域づくりをしていきましょう。
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

と　き　９月10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　のぼのクリニック
　　　　院長　一見和良さん
対 象者　医療・介護・福祉や介護予
防などに関心のある人

参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

と　き　９月12日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　亀山老人保健施設１階
対 象者　認知症について学びたい
人や予防に関心のある人

参加費　無料
※�初めて参加する人のみ、開催前
日までに亀山在宅介護支援セ
ンターへ電話でお申し込みく
ださい。

持ち物　筆記用具

と　き　９月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　北東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　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
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

と　き　９月11日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　小野地区集落センター
内 　容　レクリエーション・イン
ストラクターを講師に迎え、介
護予防のレクリエーションを行
います。

対 象者　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
持ち物など　動きやすい服装
申込期限　９月10日（木）
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　９月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　北在家公民館
内 　容　認知症予防の話と認知症
予防のレクリエーション

対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
申込期限　９月14日（月）
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　９月３日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　山下町集落農業集会所
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
持ち物など　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

亀山学校
～脳卒中について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

認知症を一緒に考える集い
～認知症に関心を持とう～

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）

介護予防教室
～認知症予防についての話と運動～
（福）安全福祉会（☎83－1294）

９月の催し
※参加費無料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）

おはなしの会
９月５日（土）　午後２時～　市立図書館児童室
９月９日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ上映会
９月２日（水）　午後３時～　関文化交流センター
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）
※20日（日）～ 25日（金）は図書特別整理期間のため休館します。
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
９月１日～ 15日　二つの消しゴム　（片岡きみ子）
９月16日～ 30日　一粒の種　（玉置千代）

　図書館イチオシの文庫本100冊を集めた特設
コーナーを作りました。涼しく快適な図書館でゆっ
くりと読書をお楽しみください。

関町小野いきいき教室
～福祉レクリエーション～

華
か

旺
お

寿
す

在宅介護支援センター
（☎96－3131）

北在家いきいき教室
～認知症を予防しよう～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）
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暮らしの情報

　初めての人でも簡単に始めら
れます。一緒に気持ちの良い汗を
かいてみませんか。
と 　き　９月25日～ 11月27日の
　毎週金曜日　午前10時～ 11時
　（10月２日、23日を除く全８回）
と ころ　スポーツ研修センター
　柔道場
定　員　30人（先着順）
参 加費　4,000円（スポーツ保険料
含む）

持 ち物　飲み物、ひざ掛け、バスタ
オルまたはヨガマット

申 込方法　参加費を持参の上、ス
ポーツ研修センターへ直接お申
し込みください。

勤務場所・任用期間
①�第一愛護園…９月上旬～平成28
年３月30日（介助員）、９月下旬
～平成28年３月31日（保育士）
②�神辺保育園…９月上旬～平成28
　�年３月30日（保育士（半日勤務））、
９月上旬～平成28年３月31日
（保育士（１日勤務またはクラス
担任））
③�川崎南保育園…11月下旬～平成
28年３月31日（フリー保育士）

職　種
①�介助員（障がいのある子のサ
ポート）、保育士（１日勤務また
はクラス担任）
②�保育士（半日勤務、１日勤務ま
たはクラス担任）
③�フリー保育士（ほかの保育士の
休暇等の代替、事務補助など）
※�職種が保育士の場合は、保育士
資格を有する人が対象

勤務時間
①�午前８時30分～午後０時30分
と午後１時～５時の交代勤務
（介助員）、午前８時15分～午後
５時（保育士）
②�午前８時30分～午後０時30分
と午後１時～５時の交代勤務
（保育士（半日勤務））、午前８時
15分～午後５時（保育士（１日
勤務またはクラス担任））
③午前８時15分～午後５時
勤 務日数　週５日（原則として土・
日曜日、祝日は休み。有給休暇

　あり）
賃 金（時間給）　介助員820円、保
育士1,000円、フリー保育士1,150
円、保育士（クラス担任）1,300円

社 会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労働保険
※�半日勤務の場合は、雇用保険と
労働保険のみ

募集期間　８月17日（月）～21日（金）
※郵送の場合は21日（金）必着
応 募方法　健康福祉部子ども総合
センター子ども家庭室（〒519－
0164　羽若町545）へ履歴書を持
参または郵送してください。
※保育士は保育士証の写しが必要
※�応募者については、面接を実施
します（日時は別途連絡）。

　市では、平成28年度「県立看護
大学（地域推薦入試Ｂ）」と「鈴鹿医
療科学大学（推薦入試�医療機関推
薦）」の推薦希望者を募集します。
県立看護大学
推 薦学部・学科　看護学部看護　
学科

応募資格　次のすべてに該当する人
▷�市立医療センターに４年以上
就業する強い意思を有する人
▷�亀山市の保健・医療・福祉につい
て十分な話し合いを持てる人
▷�平成28年３月に高等学校（三重

県内の高等学校に限らない）を
卒業見込みの人

▷�調査書の「国語」「数学」「外国語」
「理科」「地歴･公民」の評定平均
値が4.3以上である人

▷�高等学校で｢化学基礎｣と｢生物
基礎｣の両方を履修しているこ
とに加え、｢化学｣または｢生物｣
を履修している人

▷�合格した場合、必ず入学するこ
とを確約できる人

鈴鹿医療科学大学
推 薦学部・学科　看護学部看護　
学科

応募資格　次のすべてに該当する人
▷�市立医療センターに４年以上
就業する強い意思を有する人

▷�平成28年３月に高等学校（三重
県内の高等学校）を卒業見込み
の人

▷�調査書の評定平均値が3.8以上
である人

▷�合格した場合、必ず入学するこ
とを確約できる人

共通事項
募集定員　若干名
受 付期間
　８月17日（月）～９月４日（金）
※郵送の場合は４日（金）必着
試験日　９月26日（土）
　　　　午前９時～
試 験場所　市立医療センター会議
室（予定）

試 験科目　口述（面接）、作文、調査
書で総合判定

提 出書類　申込書（市の指定する
もの）、履歴書・身上書（市の指定
するもの）、調査書

申込書の請求・提出先
　市立医療センター事務局
　（〒519－0163　亀田町466－1）
※�市立医療センターホームペー
ジから申込書、履歴書・身上書を
ダウンロードできます。

※�両方の大学の推薦申し込みは
できません。

募　集

はじめてのヨガ教室
（公財）亀山市地域社会振興会

（スポーツ研修センター　☎82－9092）

非常勤職員（市内公立保育所勤務）
の募集

健康福祉部子ども総合センター
子ども家庭室（あいあい　☎84－3315）

県立看護大学・鈴鹿医療科学大学
推薦入学の希望者募集

市立医療センター（☎83－0990）

10 広報かめやま　平成27年8月16日号



暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　地図を見ながら、仲間や友達な
どと公園の中を散策します。普段
よく歩いている公園、少し見方を
変えて探険してみませんか。
と　き　９月６日（日）
　　　　午前９時～正午
　　　　（雨天決行）
ところ　西野公園自由広場
チーム編成　１チーム２～６人
※小学４年生以下は保護者同伴
参加費　一般（１人）500円
　　　　市レク会員（１人）400円
※いずれも傷害保険料含む
※当日会場でお支払いください。
持 ち物　飲み物、タオル、雨天時は
雨具

申込期限　８月31日（月）
申 込方法　参加者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号を記入の上、
官製はがきまたはファクスで亀
山スポーツ連合会（〒519－0165
野村二丁目５－１）へお申し込
みください。

　平成28年５月26日から27日ま
で、志摩市賢島で開催される主要
国首脳会議（伊勢志摩サミット）
のロゴマークを募集しています。
応 募資格　小学校、中学校、中等教
育学校、高等学校または特別支
援学校等の児童、生徒

表 　彰　採用作品は、内閣総理大
臣賞および副賞を贈呈

応募期限　９月25日（金）
　　　　　（当日消印有効）
応 募方法　作品は用紙（Ａ４サイ
ズ）１枚に１作品とし、①氏名②

年齢③住所④学校名と学年⑤連
絡先電話番号⑥作品に関するコ
メント（100字程度）の６点を明
記した別紙（Ａ４サイズ）を同封
の上、応募先へ郵送してください。

応 募先　〒100－8968　東京都千
代田区永田町1－6－1　内閣官
房内閣広報室「伊勢志摩サミッ
トロゴマーク募集係」
※�応募作品の条件など詳しくは、
ホームページをご覧ください。

URL��http://www.kantei.go.jp/jp/
headline/iseshima_summit2016.
html

　平成27年度第２学期（10月入学）
の学生を募集しています。
　放送大学はテレビなどの放送
やインターネットを利用して授
業を行う通信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べ
ます。
出願期限　１回目…８月31日（月）
　　　　　２回目…９月20日（日）
そ の他　資料を無料で送付します

ので放送大学三重学習センター
へお問い合わせください。また、
放送大学ホームページでも受け
付けています。

URL�http://www.ouj.ac.jp

＜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
示します。
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（ただし22日（火）は国民の休日のため開館
し、24日（木）に休館）、２日（水）～４日（金）（展示撤収のため）

URL�http://kameyamarekihaku.jp

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ９月の催し
歴史博物館（583－3000）

公園で手軽に楽しめる公園ウォーク
ミニオリエンテーリング大会

市レクリエーション協会（亀山
スポーツ連合会　☎97－3686、
FAX 97－3695）

伊勢志摩サミット
ロゴマーク募集

内閣官房内閣広報室（サミット・
ロ ゴ マ ー ク 募 集 担 当　 ☎03－
5253－2111）

放送大学 10月生募集
放送大学三重学習センター

（☎059－233－1170）

８月21日～ 26日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山薪

たきぎ

能
のう

の楽しみ方」
●エンドコーナー（川崎南保育園①）

８月28日～９日２日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山茶の紹介」
●エンドコーナー（川崎南保育園②）
※�午前６時から午前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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暮らしの情報

　防衛省では、次のとおり自衛官
の採用試験を行います。
自衛官候補生
応募資格　18歳以上27歳未満の男子
※平成28年４月１日時点
受付期間　年間を通じて受付
試 験日　11月13日（金）、14日（土）
のうち、いずれか１日

防衛大学校（推薦・総合選抜）
応募資格
▷�推薦…高卒（見込み含む）21歳
　�未満、成績優秀かつ生徒会活動
等に顕著な実績を修め、学校長
が推薦できる人
▷�総合選抜…高卒（見込み含む）
　21歳未満の人
※いずれも平成28年４月１日時点
受付期間　９月５日（土）～９日（水）
試験日
▷推薦…９月26日（土）、27日（日）
▷総合選抜…１次�９月26日（土）
防衛大学校（一般前期・一般後期）
応 募資格　高卒（見込み含む）21
歳未満の人

※いずれも平成28年４月１日時点
受付期間
▷�一般（前期）…９月５日（土）～ 30日（水）
▷�一般（後期）…平成28年１月20日
（水）～ 29日（金）

試験日
▷�一般（前期）…１次�11月７日（土）、
８日（日）
▷�一般（後期）…１次�平成28年２月
　20日（土）
防衛医科大学校（医科・看護科）学生
応 募資格　高卒（見込み含む）21
歳未満の人
※いずれも平成28年４月１日時点
受付期間　９月５日（土）～30日（水）
試験日
▷�医科学生…１次�10月31日（土）、
　11月１日（日）
▷�看護科学生（自衛官コース）…
　１次�10月17日（土）

平成27年 犯罪発生状況
６月末現在・亀山署管内�刑法犯（強盗、窃盗、詐欺、傷害など）認知状況

亀山署総数
168件（－28件）

江ケ室交番 関交番 川崎駐在所 昼生駐在所 野登駐在所
94件（－30件） 40件（+3件） 14件（－7件） 4件（－4件） 15件（+9件）

～消費生活のトラブルにお困りのときは～
　「身に覚えのない請求がやってきた」、「しつこい電話勧誘に困ってい
る」、「頼んでもいない品物が届いた」など、このようなトラブルが起き
た際は、鈴鹿亀山消費生活センターへご相談ください。解決するための
お手伝いをします。また、消費生活センターでは、地域に出向いて話を
する「出前講座」を実施していますので、ぜひご活用ください。
鈴鹿亀山消費生活センター（☎059－375－7611）、消費者ホットライン（☎188）

※（　）内は昨年比の増減数

天然酵母のフォカッチャ
と　き　９月７日（月）
申込期限　９月４日（金）
天然酵母のスコーンと豆腐クリーム
と　き　10月５日（月）
申込期限　10月２日（金）
共通事項
時　間　午前10時～午後０時30分
ところ　青少年研修センター
参加費　いずれも2,800円
　　　　（材料費含む）
※持ち物はお問い合わせください。
申込・問合先　Mitani�Style
　（三谷　☎090－4795－4438）

　ソフトな整体で、肩こり、腰痛、
頭痛などの身体の不調を改善しま
しょう。お気軽にお試しください。
と　き　９月11日（金）
　　　　午前９時～午後４時
ところ　関文化交流センター２階
募集人数　10人（先着順）
参加費　500円
※�いただいた参加費は、市内の福
祉施設へ寄附します。

申込・問合先　福西（☎86－4882）

と　き　８月23日（日）、24日（月）
※いずれも午後６時～９時30分
※雨天決行
ところ　浄源寺境内とその周辺
　　　　（本町四丁目）
内 　容　地蔵尊の踊りなど各イベ
ント、亀山みそ焼きうどん・焼
きそば・みたらし・野菜などの販
売、作りものの展示など

問合先　三本松地蔵祭実行委員会
　　　　（坂井　☎82－1404）

　名峰「錫
しゃく

杖
じょう

ヶ岳」に出る月を眺め
ながら作曲された「峰の月」の演奏
をお楽しみください。地元加太小学
校の児童にも出演いただきます。
と　き　８月29日（土）
　　　　午後２時30分～４時30分
ところ　林業総合センター（加太）
入場料　無料
問合先　林業総合センター（☎98－0008）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

都山流「峰の月」誕生の地
第12回邦楽演奏会

心と体に優しい
マクロビスイーツ教室

～かめやま元気プロジェクト～
ふわっとソフトな整体 体験者募集

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

夏の風物詩　三本松地蔵祭
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暮らしの情報
お知らせ
Pick up! ～はじめてみやへん 学びの一歩～

中央公民館（後期）講座募集のお知らせ中央公民館（後期）講座募集のお知らせ
申込期限　９月10日（木）当日消印有効

申込・問合先　亀山市立中央公民館　〒519－0151　若山町7－10（青少年研修センター内）
　　　　　　　　　　　　　　　　��☎83－5300　FAX82－7315　 �kameyamakouza@za.ztv.ne.jp

木工教室
４回（受講料1,000円）、定員16人
　地元産の木の香りに包まれなが
ら、職人さんの丁寧な指導で優しい
形の丸椅子を作ります。
と　き　第１木曜　10：00～ 12：00
ところ　あいあい工作室
講　師　宮田雅浩さん
材料費　3,000円程度

パソコン講座（入門）
５回（受講料無料）、定員15人

　パソコンの基礎操作から文章作
成まで、一から丁寧に指導します。
と 　き　10月23日（金）、11月６日（金）、
13日（金）、27日（金）、12月18日（金）
11：00～ 12：30

ところ　亀山高校
講 　師　システムメディア科教員・生徒
持ち物　筆記用具、スリッパ

手づくりカホンで音遊び♪
３回（受講料750円）、定員15人
　箱型の打楽器カホンをキットか
ら組み立て、自由にデザインしま
す。世界に１つのマイカホンで音遊
びを楽しみませんか？
と　き　第４土曜　9：30～ 11：30
ところ　青少年研修センター
講　師　高橋一浩さん
材料費　3,000円

サンデーヒストリーⅡ 仏像は語る
３回（受講料無料）、定員30人

　亀山にある仏像を拝観し、郷土文
化財の認識を深めましょう。
と 　き　10月11日（日）、11月８日（日）、
12月13日（日）　10：00～ 12：00

ところ　慈恩寺、遍照寺、石上寺
　　　　（現地集合）
講　師　瀧川和也さん
持ち物　筆記用具

参上！われら、歴史発見隊！
１回（受講料無料）、定員50人

　峯城跡を親子などで探索します。
亀山市の歴史を再発見しましょう。
と　き　10月24日（土）
　　　　10：00～ 12：00
と ころ　峯城跡（雨天時は川崎地区
コミュニティセンター）

講　師　教育委員会生涯学習室
持 ち物など　運動靴、軍手、飲み物、
動きやすい服装

知っててよかった！大人のマナー
４回（受講料1,000円）、定員20人
　丁寧にするのが作法にかなうと
は限りません。贈答や食事など、こ
の機会に正しいマナーを学びま
しょう。
と　き　第３木曜　13：30～ 15：00
ところ　青少年研修センター
講　師　井戸久子さん
持ち物　筆記用具

デジカメ入門
２回（受講料500円）、定員15人
　せっかくデジタルカメラを買っ
たけれど…。操作が分からない人、
一から丁寧に指導します。
と　き　10月５日（月）、19日（月）
　　　　9：30～ 11：00
ところ　青少年研修センター
講　師　豊田　誠さん
持ち物　デジタルカメラ、筆記用具

パパのクッキング教室
１回（受講料無料）、定員６家族
　パパ！料理に挑戦しましょう！
初めての人でも大丈夫です。パパの
手料理を通して家族のふれあいも
作り出してください。
と　き　11月14日（土）�10：00～ 13：00
ところ　あいあい２階調理室
講　師　岡田桂織さん
持ち物　エプロンなど
※材料費は別途必要です。

座　禅
１回（受講料無料）、定員20人

　曹洞宗の古
こ

刹
さつ

で「座禅」を通して、
自然体で楽に生きるコツを学びま
せんか！
と　き　10月31日（土）
　　　　9：30～ 12：00
ところ　四天王寺（駐車場あり）
　　　　津市栄町1－892（現地集合）
講　師　倉嶋隆行さん
参加費　1,000円（抹茶、お菓子代）

パソコン講座（エクセル・年賀状）
４回（受講料無料）、定員15人

　エクセルの基本やデータ入力な
どを学びます。またインターネット
を活用して年賀状を作ります。
と 　き　11月12日（木）、19日（木）、
26日（木）、12月10日（木）
　11：00～ 12：00
ところ　徳風高校
講　師　パソコンコース教員・生徒
持ち物　筆記用具、スリッパ、靴入れ袋

申込方法
　はがき、ファクス（送信した旨を亀山市立中央公民館へ電話で要確認）、
Ｅメールのいずれかでご応募ください。
※複数の講座を希望する場合、１枚のはがき、または１回の送信で応募できます。
必要記載事項
▷希望講座名（複数希望する場合は、いずれかの講座名の後に第１希望と明記）
▷郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号
申し込みに際しての注意事項
▷対象者は16才以上で、市内に在住・在勤・在学する人
▷受講希望が少ない講座は開講しない場合があります。
▷定員を超えた場合は抽選（公開実施）になることがあります。
　（抽選日：９月14日（月）13：00～、ところ：青少年研修センター）
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一次救急
当番医 9月

夜間・休日などの当番医療機関は、急病に対するもの
です。再来など継続的な利用はご遠慮ください。
問合先　582－1111（市役所代表）
※ 救急に関することは、救急医療情報センター（582

－1199）へお問い合わせください。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の
一次応急診療を実施しています。

【診療時間】　午後７時30分～10時
　　　　　　（受付時間 午後７時～９時30分）

●日曜日・祝日（国民の休日を含む）の当番医
【診療時間】　午後１時～７時30分（受付：午後７時まで）

日 医療機関名 担当医

1 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

2 水 医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
3 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
4 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
5 土 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
7 月 医療センター 亀田町 83－0990 曽我医師
8 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東医師
9 水 医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師

10 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
11 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
12 土 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
14 月 医療センター 亀田町 83－0990 曽我医師

15 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

16 水 医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
17 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
18 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
19 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田医師
24 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
25 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
26 土 医療センター 亀田町 83－0990 勝木医師
28 月 医療センター 亀田町 83－0990 田中医師
29 火 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 水 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

日 医療機関名 担当医
6 日 宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 宮村医師

13 日 松葉耳鼻咽喉科 東台町 83－0087 松葉医師
20 日 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田医師
21 祝 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東医師
22 休 谷口内科 みどり町 82－8710 谷口医師
23 祝 高橋内科クリニック 栄町 84－3377 高橋医師
27 日 ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017 豊田医師

お願い
・ 事前に各医療機関に電話で確認して

受診してください。
・ できるだけ昼間の診療時間内に受診

しましょう。
・ 必ず健康保険証、医療費受給者証（乳

幼児医療など）、診療費、おくすり手
帳（または服用している薬）をお持ち
ください。

夜間時間外応急診療
参加医療機関の連絡先

・あのだクリニック（内田医師）　　83－1181
・伊東医院（伊東医師）　　　　　　82－0405
・かつき内科（勝木医師）　　　　　84－5858
・せきクリニック（曽我医師）　　　96－2220
・高橋内科クリニック（高橋医師）　84－3377
・田中内科医院（田中医師）　　　　82－0755
・谷口内科（谷口医師）　　　　　　82－8710
・みえ呼吸嚥下リハビリ
  クリニック（井上医師）　　　　　84－3536
・市立医療センター　　　　　　　83－0990

急な子どもの病気の
電話相談

医療機関の照会

みえ子ども医療ダイヤル
5＃8000または059（232）9955

　　　午後７時30分～翌朝８時
※ みえ子ども医療ダイヤルは、電話相談で

あり、診察や指示などの医療行為は行い
ません。

救急医療情報センター
（5 82－1199）終日

※ 救急医療情報センターの案内業務は、津
市の「三重県救急医療情報センターコー
ルセンター」で実施しています。
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亀山子育て支援センター　584－3314

ひよこくらぶ

　9（水）・29日（火）	10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

　18日（金）	 10：30～11：00

おりがみだいすき

　28日（月）	 10：30～11：00

関子育て支援センター　596－0203

ぽっぽくらぶ

　9・30日（水）	 10：30～11：00

ひまわりママと遊ぼう

　10日（木）	 10：30～11：00

ライオンキッズ読み聞かせの会

　17日（木）	 10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030

和菓子作りと茶道を体験しよう　※要予約（電話不可）

　15日（火）	 10：00～12：30

遊ぼうデー｢敬老の日のプレゼントを作ろう｣

　16日（水）	 10：00～11：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523

かめやまげんきっこ講座（親子で運動教室）

　2日（水）	 10:30～11:15

おばあちゃん・おじいちゃんへのお手紙つくり

　10日（木）	 10:30～11:30　※要予約9/3（木）締切

読み聞かせの会

　30日（水）	 11:30～11:45

川崎愛児園「なぎの木」　585－8018

作ってあそぼう

　2日（水）	 10：00～11：00

おもしろ音楽会（子育て講座）

　9日（水）	 10：00～11：00

あいじえんのお友だちと遊ぼう

　16日（水）	 10：00～11：00

健康福祉部健康推進室　584－3316

 育児相談　　　	※母子健康手帳を持参
　2日（水）　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成26年２月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　24日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成24年３月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　17日（木）　あいあい

子育て支援センターの催し

保健だより

各種相談

広報ガイド ９月

人権相談

7日（月） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5066

25日（金） 13:00～15:00
関支所１階応接室１

☎84－5066

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

9日（水） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5007

16日（水） 13:00～15:00
関支所１階応接室１

☎84－5007

法律相談
弁護士による相談。
予約制（１カ月前から受付）

17日（木） 13:30～15:50
市役所１階市民対話室

☎84－5007

30日（水） 13:00～16:30
市役所１階市民対話室

☎84－5007

交通事故相談
専門相談員による相談。予約制
（１カ月前から9/18午前中まで受付）
※�予約者がいない場合は､交通事
故相談は開設しません。

24日（木） 13:30～15:30
市役所１階市民対話室

☎84－5007

市民活動なんでも相談
相談員による相談。予約制（当日申
込可）

15日（火） 13:00～17:00
市民協働センター「みらい」

☎84－5066

よろず人権相談 17日（木） 13:00～15:00
あいあい１階個別相談室 

☎84－5066

元公証人による法律相談
相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律
相談。予約制

11・25日（金） 13:00～15:00
あいあい１階個別相談室 

☎82－7985 

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困り
ごと相談。予約制（当日申込可）

11・25日（金） 13:00～15:00
あいあい１階相談室２ 

☎82－7985

ボランティア相談 11日（金） 13:30～16:00
あいあい２階

ボランティアルーム 
☎82－7985

子ども医療相談 10日（木） 13:50～17:00
あいあい　☎83－2425 

児童精神科医

療育手帳の相談・判定 28日（月） 9:10～15:50
あいあい　☎83－2425 

児童相談所職員

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

月～金曜日 9:00～17:00 あいあい　☎83－2425

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00
青少年総合支援センター

☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター  

☎059－375－7611
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

かめやま見てある記

このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（584－5021）までご連絡ください。
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 ちゃん（右）　平成23年12月10生まれ

　　　沙
さ

奏
な

 ちゃん（左）　平成26年７月26生まれ
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田
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り

 ちゃん（右）　平成23年８月20日生まれ

　　　果
か

澄
す み

 ちゃん（左）　平成26年11月21日生まれ

　洋亮さん　　　環さん　（本町四丁目） 　充史さん　　　理恵さん　（田村町）
お姉ちゃん大好き　　　　仲の良い姉妹です♡ いっぱい遊んで、食べて、寝て大きくな～ぁれ！
父 父母 母

今日も楽しくプラレール

　亀山市、鈴鹿市を中心にプラ
レール運転会を行っている“亀
鈴プラレールクラブ「こまち」”
関町在住の小林桂さんにお話を
伺いました。
　プラレールとの出会いは、息
子さんに買ってあげてから、自

分がその魅力にはまってしまい、どんどん増えていっ
たそうです。
　広い場所で驚くような大きなレイアウトを組み、子
どもたちが持ってきた車両を走らせることができる
ような世界を見せる運転会ができないかと夢を膨ら
ませていたそうです。そこで筋金入りの鉄道ファンで
ある友人を誘い、運転会を開催して結成７年目になり
ます。今では、年間30回程度を開催するほど大盛況と
なっているそうです。
　２年前「東町商店街100円ショップ」を視察に来て

いた東北の方との出会いがきっかけで、東日本大震災
被害地支援として東北の子どもたちに元気をプレゼ
ントしたいとの思いを実行されました。友人や家族総
勢９人が自家用車で12時間かけて東北へ！福島県で
は田村市のショピングセンターで、宮城県では亘理郡
亘理町の仮設住宅で運転会を開催し、避難区域で立ち
入りが制限されているＪＲ浪江駅と地元船引駅のジ
オラマを復興への願いを込めて製作。宮城では１部区
間で休止が続く常磐線の再開を願い、特急スーパー

『ひたち』などの東北の車両を走らせたそうです。多く
の人たちが力強く走る電車に魅入り、楽しんでいまし
たと話されま
した。
　今年も、この
広報が皆さん
の手元に届く
ころ、東北の子
どもたちを楽
しませている
と思います。

市民記者
豊田康文さん


