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４月１日から

証明書発行などの
手数料の一部を改定します
　市では、特定の市民等に提供するサービスの対価である使用料・手数料の受益者
負担について、公平性の観点から適正化を図るために見直しを進めています。
　「受益者負担の適正化に関する基準」に基づき、証明書発行に係るコストや近隣
自治体の発行手数料などを考慮し、検討および検証してきた結果、昭和57年以来
34年間据え置いてきた証明書発行などの一部の手数料を改定します。
　市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。
　詳しくは、各担当室へお問い合わせください。

証明書等の種類
現行

手数料
平成28年
3月31日まで

改定後
手数料
平成28年
４月１日から

担当部署

住民票または戸籍の附票の写しの交付手数料

200円 300円
市民文化部
戸籍市民室

（☎84－5003）

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

住民票記載事項証明書交付手数料

印鑑登録証の交付手数料

印鑑登録証明書の交付手数料

死体埋火葬許可証再交付手数料

身分に関する証明書交付手数料

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料 200円 300円
市民文化部

地域づくり支援室
（☎84－5008）

固定資産課税台帳の閲覧手数料

200円 300円
財務部
税務室

（☎84－5063）

公簿、公文書または図面の謄本または抄本の交付手数料

公簿、公文書または図面の閲覧手数料

租税公課に関する証明書交付手数料

固定資産に関する証明書交付手数料

営業に関する証明書交付手数料

その他の証明手数料（※） 200円 300円 各証明書発行室

（※）亀山市手数料条例の別表第１（第２条、第５条関係）証明等関係手数料内第35項に該当するもの

[ ] [ ]
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＜サイレンを吹鳴します＞ ＜防火ポスター優秀賞＞

＜住宅防火指導を実施します＞

＜住宅用火災警報器の設置済シールを交付します＞

＜平成 27 年の火災概要＞ ＜少年消防クラブ員を募集します！＞

３月１日（火）午前７時

平成 27 年度全国統一防火標語 「無防備な 心に火災が かくれんぼ」

　市民の皆さんに、火災予防運動を周知するため、
サイレンを吹鳴します。火災と間違わないようお
願いします。

　みずきが丘自治会５組～９組のご家庭を消防職
員（消防手帳を携帯）が訪問し、防火に関する相談、
火気使用器具などの点検指導を行います。

　住宅用火災警報器の設置
率 100％を目標に、市内の
地区を指定して消防団員が
訪問し、条例基準どおりに
設置されているご家庭に設
置済シールを交付します。
ご協力をお願いします。

　平成 27 年の火災件数は 12 件で、
前年に比べて 24件減少しました。
　特に建物火災は、住宅用火災警報
器設置の促進や防火指導など皆さん
への直接の呼びかけが実を結び、９
件減少しています。

亀山東小学校５年
菅
す が

原
は ら

 のえ さん
※�この作品をＡ２判のポスターにして
市内事業所などに配布します。

問合先
消防本部予防室（☎82－9492）

　この時季は、風が強く空気が
乾燥するため、火災が発生しや
すい気象条件となります。
　皆さんの家庭でも火の元を再
点検し、火災予防に努めましょう。

春の火災
予防運動

３月１日（火）

３月７日（月）

　少年消防クラブは、消防・防災に関する知識を身に付け、
将来の地域防災を担う子どもたちを育成しています。
　放水体験、煙体験、応急手当の方法、消火器の取り扱い、
防災キャンプなどの体験を通じて、消防・防災について学びます。
応募資格　市内在住の小学４年生～中学３年生（新[平成28]年度）
募集人数　25人（先着順）
申込期間　２月 16日（火）～３月 22日（火）
申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、消防本部予防室へ
　�持参してください。詳しくは、市消防本部ホームページをご覧
いただくか、消防本部予防室へお問い合わせください。

項目 26年 27年 増減

火
災
件
数

建物 11 ２ －９

林野 ３ ２ －１

車両 11 ４ －７

その他 11 ４ －７

合計 36 12 －24

死
傷
者

焼死（人） ３ ０ －３

負傷（人） ２ ０ －２
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暮らしの情報

注意事項
▷�介助が必要な場合は、介助者（同
性に限る）が同伴してください。
▷�入浴の際に危険が伴う場合は、
入浴をお断りする場合があり
ます。
▷�対象者以外の人は入浴できま
せん。
障がい者就職相談会
と　き　３月８日（火）
　　　　午前10時～正午
と�ころ　あいあい１階「ふれあい
リビング」
対象者　障がいがある人やその
　家族

　2016モータースポーツファン感
謝デーに合わせて、2016鈴鹿Ｆ１
日本グランプリ地域活性化協議会
キックオフイベントを開催します。
　ブースでは、協議会の取り組み
の紹介や、亀山市と周辺市町の観
光・物産のＰＲを行います。
　また、「対決」をテーマに、日本を
代表する選手、かつて世界を沸か
せたレジェンドたちが登場するイ
ベントなども予定しています。
と　き　３月12日（土）、13日（日）
ところ　鈴鹿サーキット
入�場料　無料（ページ下の入場券
を持参してください）
※駐車料金1,000円/台が別途必要
そ�の他　詳しいイベント内容は、
鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域
活性化協議会ホームページを
ご覧ください。

URL�http://suzuka21.com/

　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。
とき・ところ
▷２月26日（金）
　午前９時30分～ 11時…市消防本部
　午後１時～２時…あいあい
▷３月３日（木）
　�午後２時45分～４時30分…亀
山商工会館
献�血できる人　18歳（男性は17歳）
から69歳までの健康で、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。

　障がいがある人を対象に、あい
あい「白鳥の湯」の無料開放と障
がい者就職相談会を開催します。
支えあい�ふれあい�入浴日
と　き　３月８日（火）
　　　　午前10時～午後４時
※受付は午後３時まで
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対�象者　市内在住で障害者（身体、
療育、精神）手帳を所持し、「白鳥
の湯」に入浴可能な人

※�介助者（同性に限る）も入浴で
きます。
持�ち物　障害者（身体、療育、精神）
手帳

　市では、自宅で安心して療養が
送れるために「かめやまホームケ
アネット」という、医療・介護・福
祉が連携した仕組みづくりを進
めています。平成27年２月から本
格稼働を始めており、これまでの
取り組みの様子を広く周知する
ために、かめやまホームケアネッ
ト報告会と在宅医療講演会を開
催します。
と　き　３月21日（振休）
　　　　午後１時～
※開場は正午
と�ころ　市文化会館中央コミュニ
ティセンター
内　容
▷�第１部…かめやまホームケア
　�ネット報告会（パネルディス
カッション）

▷第２部…特別講演
　（講師　作家　渡辺哲雄さん）
入場料　無料
※申し込みは不要です。
その他　ホットコーナーを同時開催
　�（お薬相談、訪問看護・口腔ケ
ア・フットケアの紹介など）

　平成28年度のごみ収集カレン
ダーを、自治会加入世帯に１部ず
つ配布します。
　また、外国語版（ポルトガル語・
スペイン語・中国語・英語）のカレ
ンダーも３月上旬に用意します。
　市総合環境センター、市役所受
付、関支所、あいあいにも備えま
すのでご利用ください。

もよおし

お知らせ

献血にご協力ください
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

支えあい ふれあい 入浴日
障がい者就職相談会
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

2016モータースポーツ
ファン感謝デー

市民文化部関支所観光振興室
（☎96－1215）

在宅医療講演会
老いの風景

～老いること死ぬこと愛すること～
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

ごみ収集カレンダーを
配布します

環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）
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入 場 券（亀）
2016モータースポーツ

ファン感謝デー
平成 28 年３月 13 日（日）
※当日限り有効（10人まで）
※切り取ってお持ちください
※駐車料金1,000円 /台が別途必要

入 場 券（亀）
2016モータースポーツ

ファン感謝デー
平成 28 年３月 12 日（土）
※当日限り有効（10人まで）
※切り取ってお持ちください
※駐車料金1,000円 /台が別途必要
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

り取りをしてはいけません。
▷�メールの相手は、サイトが雇っ
た「サクラ」である可能性があ
ります。お金をもらうはずが、
逆に何かと理由を付けてお金
を請求されることになります。
後で騙

だま

されたと判明してもお
金は戻ってきません。
　このようなことがあれば、鈴鹿
亀山消費生活センターへ相談し
てください。
相談時間　午前９時～午後４時
　（土・日曜日、祝日を除く）

　予防接種や健康診査などの費
用の助成金は申請期限までに必
ず申請してください。
申請期限　３月31日（木）
※申請期限後の受付はできません。
※�助成対象者や助成金額など詳
しくは、申請期限までに健康福
祉部健康推進室へお問い合わ
せください。
予防接種費用
　市外の医療機関で、平成27年４
月１日～平成28年３月31日に接
種した分
対�象ワクチン　インフルエンザ、
成人用肺炎球菌、水痘、おたふ
くかぜ、ロタ、麻しん・風しん
妊婦健康診査費用
　県外の医療機関で、平成27年４
月１日～平成28年３月31日に受
診した分
亀山市不妊治療費助成金（こうの
とり支援）
　平成26年度分

　「他人の悩みを聞けば収入を得
られる」という副業サイトや、「あ
なたにお金をあげたい」などとい
うメールを信じて、有料の出会い
系サイトに誘導され、相手の巧み
な言葉を信じてやり取りをする
うちに高額な利用料（ポイント
代）を支払ってしまったとの相談
が寄せられています。
被害に遭わないために
▷�知らない人から簡単な条件で
大金がもらえることはありま
せん。「話を聞くだけでお金を
あげる」、「お金を譲る」といっ
た相手とは絶対にメールのや

　日本司法支援センター（法テラ
ス）は、国により設立された公的な
法人です。金銭問題、離婚、相続、労
働問題などの法的トラブルでお困
りの人、どこに相談したらいいの
か分からない人など、一人で悩ま
ずにお気軽にご利用ください。解
決に役立つ法制度紹介や相談窓口
の情報を無料で案内しています。

予防接種と健診費用等の
助成金の申請はお済みですか

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

副業サイトや出会い系サイトの
「お金をあげる」にご注意を！
鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）

法的な困りごとは「法テラス」へ
法テラス三重（☎0503383－5470）、
法テラスサポートダイヤル
（☎0570－078374）

「亀山市防災マップ洪水ハザードマップ」の内容変更について
建設部維持修繕室（☎84－5129）

ペット等の焼却施設使用許可申請窓口を
亀山市斎場へ変更します

環境産業部環境保全室（☎82－8081）

　判断水位などの見直しに伴い、「亀山市防災マップ洪水ハザードマッ
プ」38ページの「指定水位観測所（国土交通省・三重県）」について、
避難判断水位とはんらん危険水位の数値を変更します。

実施時期　４月１日（金）～
申請窓口（変更後）　亀山市斎場（野村二丁目 1－ 110）内事務所
ペット等の火葬の手続き（変更後）

注意とお願い
▷亀山市斎場に来場する前に、必ず電話で仮予約を行ってください。
▷ペット等は、段ボールや木箱などの箱型容器（幅 60cm・高さ 50cm・
　長さ 200cm以内）に必ず入れて搬入してください。
▷副葬品はご遠慮ください。
▷収骨を希望する人は容器をご持参ください。

※避難判断水位は避難準備情報発表の目安に、はんらん危険水位は
　避難勧告等の発令の目安として位置付けられています。

水系名 河川名
水位（m）

観測
所名水防団

待機
はんらん
注意 避難判断 はんらん

危険
鈴鹿川
（変更前） 椋川 1.07 1.34 1.34

（1.61）
1.61
（2.19） 川合

①電話で仮予約 亀山市斎場（☎96－8601）にて仮予約
（収骨希望の有無を申し出てください）

②施設使用許可申請 亀山市斎場内事務所（変更後）

※変更前の戸籍市民室（市役所）または地域
　サービス室（関支所）では実施しません。

③料金の支払い

④施設使用許可書受け取り

⑤火葬 亀山市斎場内ペット等火葬待合へ搬入
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暮らしの情報

国民年金保険料の納付は口座振替がお得です年金だより
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）

　国民年金保険料の納付には、
口座振替を利用できます。
　口座振替を利用すると、保険
料が自動的に引き落とされる
ので金融機関などに行く手間
が省ける上、納め忘れもなく、
とても便利です。
　また、早割や前納で納付する
と保険料が割引されます。
　詳しくは、日本年金機構津年
金事務所へお問い合わせくだ
さい。

る運動のミニ講座を行います。
とき・内容
▷３月９日（水）　午前10時30分～
　…家庭でできる簡単ストレッチ①
▷３月16日（水）　午後２時30分～
　…家庭でできる簡単ストレッチ②
※各回20分程度
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
※申し込みは不要です。
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
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　３月23日（水）
　　　　午後１時30分～３時
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　き
▷３月２日（水）　午後２時～３時
▷３月23日（水）　午前11時～正午
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　２月23日（火）
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。

　トレーニング室で、簡単にでき

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　２月23日（火）
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。

　体組成測定器を使って、体の筋
肉量や脂肪量、ボディバランスな
どを把握し、自分に適した運動法
を学びませんか？
と　き　３月18日（金）
　　　　午後１時～２時
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　500円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持ち物など　タオル、動きやすい服装
申込開始日　２月16日（火）
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。
※申込時に測定を行います。

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）

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

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）

メタボリック解消セミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

●保険料を早割にすると月 50 円（年間 600 円）のお得！
　毎月の口座振替も、当月分保険料を当月末に引き落とす早割で50円
割引になります。
●６カ月分・１年分・２年分をまとめて前納するとさらにお得！
　現金納付よりも割引額が多い６カ月前納・１年前納・２年前納があり、
大変お得です。

＜口座振替での前納の申し込みはお早めに！＞
　平成28年度分の６カ月前納（４月～９月分）・１年前納・２年前納の
申込期限は２月29日（月）です（すでに口座振替での前納で納付してい
る人は申込不要）。
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　美容と健康のために、そして護
身術の習得に教室を開催します。
一緒に気持ちの良い汗をかきま
せんか。
と�　き　４月９日～５月28日の毎
週土曜日　午後１時～２時30分
（全８回）
と�ころ　スポーツ研修センター
柔道道
参加料　4,000円
　　　　（スポーツ保険料含む）

持�ち物など　飲み物、タオル、動
きやすい服装
申込開始日　３月1日（火）
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。

　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
かきませんか。
と�　き　４月22日～６月24日の毎

週金曜日　午前10時～ 11時（４
月29日、６月３日を除く全８回）
ところ　スポーツ研修センター
　柔道道
参加費　4,000円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持�ち物など　飲み物、ひざ掛け、バ
スタオルまたはヨガマット、動
きやすい服装
申込開始日　３月１日（火）
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。

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.10  足もとの手入れを習慣に！

●健康の源は足もとから！
　足の指や爪に問題があると、体を動かすことが
おっくうになったり、体のバランスをとることが
困難になったりします。
　そうなると筋力が低下して転倒したり、寝たき
りになったりするおそれがあります。

●足のこんな変化に要注意！
▷爪が伸びすぎている
▷巻き爪などで変形している
▷水虫や傷がある
▷麻

ま ひ

痺がある
▷感覚が鈍っている
▷痛みやむくみがある　など

●糖尿病の人は、特に注意が必要です！
　糖尿病になると、足の感覚が鈍くなっているの
で、傷が治りにくく悪化しやすくなります。何か
異常を発見したら、すぐに専門医の診察を受けま
しょう。

●足の爪や指をいたわる生活を！
▷毎日入浴して、足を清潔に保ちましょう。
▷足のマッサージを定期的に行いましょう。
▷自分に合った靴を選びましょう。
▷正しい爪切りを学びましょう。

拳法エクササイズ教室
（公財）亀山市地域社会振興会
（スポーツ研修センター　☎82－9092）

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）

　ニッパーや爪切りの下刃を爪と爪
そう

下
か

皮
ひ

の間に
入れて固定し、上刃だけを動かして切っていき
ます。このとき、もう一方の手の親指で軽く爪の
根元を支え、中指で第
一関節をつま先に向
かって押し上げるよ
うにすると、安定して
切ることができます。

長さの目安は？
　爪の白い部分が１mmくら
い残るように切ります。右図
のように指先に平らなものを
当てて爪が当たらないくらい
の長さを目指しましょう。

形は？
　足の指の形のとおりに切りましょう。白い部
分がなくなるくらい深く切ったり、横を丸く切
る（バイアス切り）と、
巻爪の原因になります。

爪の切り方のコツ
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暮らしの情報

　鈴鹿工業高等専門学校への入
学を目指している人、ものづくり
やパソコンが好きな人など、ぜひ
ご参加ください。
教室・とき
①機械工学のひとこま…３月13日（日）
　午前９時30分～午後３時30分

②マイコン電子制御－アルドゥイーノ
　de�テクノ工作－…３月29日（火）
　午前９時30分～午後４時
③�身のまわりのおもしろ化学実験
…３月31日（木）�午前10時～午
後４時15分
※�詳しい内容や申込期限などは、
ホームページをご覧ください。
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
対�象者　中学生（③は中学１・２年

生が対象）
定　員　①②は各20人、③は32人
参加費　無料
※傷害保険料50円が別途必要
申�込方法　鈴鹿工業高等専門学校
ホームページの応募フォームに
必要事項を記入の上、お申し込
みください。

URL�http://www.suzuka-ct.ac.jp/
　��general/general_index/event/

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

市民約 31 人に１人は外国人住民！
　亀山市では、平成28年２月１日現在で、30カ国
1,608人（市民約31人に１人の割合）の外国人住民が
生活し、定住化も進んできています。
　市の小学校や中学校でもＡ

エーエル

ＬＴ
ティー

という外国語指
導助手がいます。異なる文化を持つ国の人との交流
を通じ、児童や生徒に外国語を身近に感じてもらう
とともに、言語活動を通した幅広いコミュニケー
ション能力や国際感覚を育みながら、国際理解教育
の充実を図っています。
　外国人住民を支援の対象としてではなく、まちづ
くりの担い手や多様性を活かして地域を活性化さ
せる貴重な人材ととらえる時代になってきました。

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）

　地域や職場に外国人住民の人がいる場合は、お互
いの文化を理解しながらコミュニケーションを深
め、同じ市民としてまちづくりに取り組んでいきま
しょう。
　市では、外国人を対象とした日本語教室を開催し
ています。皆さんのお知り合いの人で日本語を勉
強したいと思っている
人がいましたら、ぜひ、
「亀山日本語教室」をご
紹介ください。
※�詳しくは、�次の教室
案内をご覧ください。

「亀
かめやま

山日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

」受
じゅこうせい

講生募
ぼ

集
しゅう

Inscrições para aulas de japonês
La inscripción para clases de japones

Application for Japanese Class
日语教室入学申込

　市
し

では、外
がいこくじん

国人のための日
に

本
ほん

語
ご

教
きょう

室
しつ

を開
かいさい

催
します。日

に

本
ほん

語
ご

のレ
れ べ る

ベルによって３つの
ク
く ら す

ラスがあります。日
に

本
ほん

語
ご

や日
に

本
ほん

の文
ぶん

化
か

など
を勉

べん

強
きょう

します。ぜひ、参
さん

加
か

してください。

と　き　３月
がつ

５日
にち

から12月
がつ

17日
にち

までの土
ど

曜
よう

日
び

　　　　午
ご ご

後７時
じ

～８時
じ

30分
ぷん

ところ　青
せい

少
しょう

年
ねん

研
けん

修
しゅう

セ
せ ん た ー

ンター（若
わかやま

山町
ちょう

7－10）

対
たい

�象
しょう

者
しゃ

　亀
かめやま

山市
し

に住
す

んでいる人
ひと

・亀
かめやま

山市
し

で働
はたら

いて
いる人

ひと

（中
ちゅう

学
がくせい

生以
い か

下は保
ほ ご

護者
しゃ

と来
き

てください）
受
じゅこう

講料
りょう

　年
ねんがく

額5,000円
えん

（テ
て き す と

キスト代
だい

含
ふく

む）
※半

はん

期
き

ごとに2,500円
えん

ずつ払
はら

うことができます。
申
もうし

込
こみ

期
き

限
げん

　３月
がつ

４日
にち

（金
きんよう

曜日
び

）
※�申
もうし

込
こみ

期
き

限
げん

を過
す

ぎても受
じゅこう

講できます。お問
と

い合
あ

わ
せください。

申
もうしこみ

込・問
といあわせさき

合先　市
し

民
みん

文
ぶん

化
か

部
ぶ

文
ぶん

化
か

振
しん

興
こう

局
きょく

共
きょう

生
せい

社
しゃ

会
かい

推
すい

進
しん

室
しつ

　　　　　　�ポ
ぽ る と が る ご

ルトガル語・英
えい

語
ご

通
つう

訳
やく

（☎0595－84－5066）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

関町小野いきいき教室
と　き　３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
申込期限　３月10日（木）
北在家いきいき教室
と　き　３月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　北在家公民館
申込期限　３月14日（月）
共通事項
内�　容　椅子に座ったまま安全に
行える体操やレクリエーション
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�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。
※�開催時に健康チェックを行い
ます。

職　種　薬剤師
採用予定人数　１人
応�募資格　昭和31年４月２日以降
の生まれで、薬剤師の免許を有
する人または平成28年３月31日
までに免許を取得見込みの人
採用予定日　平成28年４月１日
試験日時・場所
　３月５日（土）　午前９時～

募　集

　市立医療センター会議室（予定）
試験科目　面接、作文
必要書類
▷�市職員採用試験申込書（市の指
定するもの）

▷�履歴書・身上書（市の指定する
もの）

▷最終学校の卒業証明書
▷薬剤師免許証の写し
▷身体検査書
受付期間
　２月12日（金）～ 26日（金）
　（土・日曜日を除く）
※郵送の場合は26日（金）必着
申込書等の請求・提出先
　〒519－0163　亀田町466－1
　市立医療センター事務局
※�市職員採用試験申込書、履歴書・
身上書は、市立医療センター
ホームページからダウンロード
できます。

市立医療センター
薬剤師の募集

市立医療センター（☎83－0990）

関町小野・北在家 いきいき教室
転倒予防体操

～転ばない身体づくり～
華
か

旺
お

寿
す

在宅介護支援センター
（☎96－3131）

アナウンサー
記　者市民 募集

　行政情報番組「マイタウンかめやま」で、市民
アナウンサーが行政からのお知らせや地域の身近
な話題、イベントなどを紹介しています。
応募資格　市内に在住・在勤する20歳以上の人
　　　　　火曜日（午前・午後）に収録が可能な人
※�収録時間は１時間程度です。申込時に希望の時
間帯を申し出てください。火曜日の収録以外に
出演していただくこともあります。
出演期間　４月１日～平成29年３月31日
内　容　スタジオ収録など（スタジオは関支所）
募集人数　８人程度（応募者多数の場合は面談）
※経験者も応募できますが、未経験者を優先します。

　広報かめやま「市民記者が行く!!かめやま見てあ
る記」のコーナーで、市民記者が取材した地域の身
近な話題や行事などを掲載しています。
応募資格　市内に在住・在勤する20歳以上の人
活動期間　４月１日～平成29年３月31日
内�　容　地域の身近な話題や行事などの取材や
　写真撮影、取材した記事の作成など
募集人数　３人程度（応募者多数の場合は面談）
※経験者も応募できますが、未経験者を優先します。

共通事項
応募期限　３月１日（火）
応�募方法　企画総務部広報秘書室、関支所、あいあ
いにある応募用紙に必要事項を記入の上、広報
秘書室へ提出してください（応募用紙は市ホー
ムページからもダウンロードできます）。

＜マイタウンかめやま 市民アナウンサー＞ ＜広報かめやま 市民記者＞

“ 亀山の魅力 ”
皆さんが紹介してみませんか？ 問合先　�企画総務部広報秘書室（☎84－5021）
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暮らしの情報

給食調理員
募集人数　２人
職務内容　学校給食の調理
勤務時間
①�午前８時15分～午後４時15分
（７時間）
②�午前８時15分～午後２時15分
（５時間）
勤務日数　年間220日以内
勤�務場所　市内小学校または関学
校給食センター
賃　金　①②時間給820円
給食調理員（代替）
募集人数　１人
職�務内容　学校給食の調理（給食
調理員の補充勤務）
勤�務時間　午前８時15分～午後４
時15分（７時間）

勤務日数　年間60日程度
勤�務場所　市内小学校または関学
校給食センター
賃　金　時間給820円
幼稚園教諭
募集人数　１人
職務内容　幼稚園フリー教諭
応募資格　幼稚園教諭免許取得者
勤�務時間　午前８時30分～午後５
時15分（７時間45分）
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内幼稚園
賃　金　時間給1,150円
応接員（中学校）
募集人数　１人
職�務内容　事務職員の補助、学校
環境整備、そのほか雑務
勤�務時間　午前８時15分～午後５
時（７時間45分）
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内中学校
賃　金　時間給1,020円

共通事項
任用期間　４月１日～平成29年
　３月30日
通�勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
社�会保険など　健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険、労災保険
※給食調理員（代替）は労災保険
　のみ
休　日　原則として土・日曜日、
　祝日は休み
募集期限　２月26日（金）必着
選考方法　書類選考、面接
応募方法　教育委員会教育総務室
　（〒519－0195　本丸町577）�へ
　�履歴書を持参または郵送して
くだい。

はつらつ教室
～安心・長生き生活を

支える権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

月月33

●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　３月７日（月）～ 11日（金） 個人使用デー　３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。

教育委員会
非常勤職員の募集
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）
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補導員
募集人数　若干名
業�務内容　青少年の補導業務、青
少年対策の企画など
応�募資格　青少年教育に関する知
識や経験があり、普通自動車免
許（ＡＴ限定可）を有する人
任用期間　４月２日～平成29年
　３月31日
勤�務時間　原則として①午前11時
30分～午後５時30分、②午後３
時～９時のいずれか６時間（休
憩なし）
勤�務日数　年間204日以内（土・日
曜日、祝日の勤務を含む）
賃　金　時間給1,100円（予定）
社�会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険
提出書類　履歴書
中央公民館職員
募集人数　若干名
業�務内容　中央公民館や各コミュ
ニティセンターでの教養・文化
講座の企画・運営など
応�募資格　社会教育に関する知識
や経験があり、普通自動車免許
（ＡＴ限定可）を有する人
任用期間　４月１日～平成29年
　３月30日
勤�務時間　原則として①午前８時
30分～午後５時15分、②午後０
時15分～９時のいずれか７時間
45分（休憩あり）
勤�務日数　年間180日以内（土・日
曜日、祝日の勤務を含む）
賃　金　時間給930円（予定）
社会保険など　雇用保険
提�出書類　履歴書、作文「学びの
きっかけづくりの場としての公
民館講座のあり方」（400字程度）

共通事項
勤務場所　青少年総合支援センター
　（青少年研修センター内）

募集期限　２月26日（金）必着
応�募方法　教育委員会生涯学習室
（〒519－0195　本丸町577）へ提
出書類を持参または郵送してく
ださい。
※�応募者については、面接を実施
します（日時は別途連絡）。

　地域の子どもや若者に、各種団
体・自治会・子ども会などの行事
へ来てもらいませんか。行事へ参
加してもらうきっかけづくりと
して、ワンランク上の子ども・若
者向けスタンプラリーの作り方
のコツ、お教えします。皆さんが
地域で活動していることを、次の
若い世代に伝えていきましょう。
と　き　３月２日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
と�ころ　市民協働センター「みら
い」１階多目的ホール
演　題　いますぐ導入できる!!
　�ワンランク上の「子ども・若者
向けスタンプラリー」作成ワー
クショップ
講　師　ＮＰＯ法人津市ＮＰＯ
　サポートセンター　理事長
　川北　輝

あきら

さん
対象者　市内に在住・在勤する人
定　員　15人程度（先着順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
※もしあれば、今までに作った
　スタンプラリー
申込期限　３月１日（火）

申�込方法　市民文化部文化振興局
共生社会推進室へ電話または直
接お申し込みください。

はんどめいどクラブ
活動日　毎月第３日曜日
　　　　午前10時～正午
内　容　手芸や調理
対象者　小学４年生～６年生の
　児童（新[平成28]年度）
定　員　20人（先着順）
材料費　年間2,500円程度
将棋クラブ
活動日　毎月第４土曜日
　　　　午前10時～ 11時
内�　容　講師の先生に指し手を教
わり、年２回将棋大会を実施
対象者　小・中学生
定　員　20人（先着順）
グラスパープクラブ
活動日　毎月第３日曜日
　　　　午後２時～４時
内�　容　ワイングラスでドレミの
音階をマスターし、曲を演奏し
ます。北勢ブロック児童館交流
会のオープニングセレモニーな
どで発表します。
対象者　小学４年生～６年生の
　児童（新[平成28]年度）
定　員　15人（先着順）
共通事項
会　費　無料
申込期間
　３月８日（火）～ 22日（火）
申�込方法　児童センター（月曜日、
祝日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

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

青少年研修センター
補導員・中央公民館職員の募集

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

第２回市民活動企画講座
受講者募集

市民文化部文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

児童センター
平成28年度クラブ員募集
児童センター（☎82－9460）
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暮らしの情報

２月19日（金）～ 24日（水）
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「東海道のおひなさま�亀山宿・関宿」
●エンドコーナー（神辺保育園①）
２月26日（金）～３月２日（水）
●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「春の火災予防週間」
●エンドコーナー（神辺保育園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。

受�付日時　２月27日（土）、３月５
日（土）、12日（土）

※時間はいずれも午後１時～５時
受付場所　関文化交流センター
内�　容　健康体操教室、スポーツ
教室、カヌー教室など
参�加費　クラブ年会費、各教室の
受講料、スポーツ保険料が必要
です。
※�詳しくは、広報かめやま２月１
日号と同時に配布しました募
集要項をご覧ください。
申�込方法　申込書に必要事項を記
入の上、クラブ年会費などを添
えて受付場所でお申し込みくだ
さい。

受�付日時　３月11日（金）、12日（土）、
13日（日）
※時間はいずれも午後３時～６時
受�付場所　市民協働センター「み
らい」１階多目的ホール
対象者　市内に在住する人
内�　容　ヨガ教室、ニュースポー
ツ教室（テニポン、ファミリーバ
ドミントンなど）、ノルディック
ウォーキング教室、グラウンド・
ゴルフ教室など

参�加費　クラブ会費、各教室の参
加費が必要です。

※�詳しくは、募集チラシをご覧く
ださい。
申�込方法　申込書に必要事項を記
入の上、クラブ会費などを添えて
受付場所でお申し込みください。
※�募集チラシと申込書は、市民文
化部文化振興局文化スポーツ
室、西野公園体育館、東野公園
体育館に設置しています。

　かめ亀クラブ独自のルールで
楽しくプレーしませんか？大会
前に準備運動を兼ねて楽しい催
しも行います。
と　き　３月13日（日）
　　　　午前９時～午後０時30分
　　　　（小雨決行）
ところ　亀山公園芝生広場
参加費
▷高校生以上…一般500円
　　　　　　　会員300円
▷小・中学生…一般200円
　　　　　　　会員100円
※当日会場でお支払いください。
申�込方法　住所、氏名、年齢、電話
番号を明記の上、市民文化部
文化振興局文化スポーツ室へ
ファクス（FAX82－9955）また
は直接お申し込みください。

と　き　３月13日（日）
　　　　（雨天決行）
受付時間　午前９時30分～ 11時
集合場所　昼生小学校
クラス
グループの部（２人～４人構成）
▷小学生組（小学生のグループ）
▷�家族組（小学生以下を含む家族
やグループ）
▷一般組（中学生以上のグループ）
個人の部
　性別、年齢、経験の有無により
クラスを分けます。
参加費　グループの部は１人300円
　（当日の申し込みは１人500円）
※傷害保険料を含みます。
※個人の部は別料金です。
持ち物　飲み物、方位磁石など
※方位磁石をお持ちでない人は

　当日貸し出します。
申込期限　２月29日（月）
申�込方法　申込用紙に必要事項を
記入の上、鈴亀オリエンテーリ
ングクラブ事務局（〒519－1107�
関町木崎1200－20�小坂平和）へ
お申し込みください。
※�申込用紙は、鈴亀オリエンテー
リングクラブホームページか
らダウンロードできます。

その他　大会要項など詳しくは、
　ホームページをご覧ください。
URL�ht tp ://sports .geoc i t ies .
　��jp/re ik io lc/

「Let'sスポーツわくわくらぶ」
平成28年度会員募集

Let'sスポーツわくわくらぶ
（上田　☎080－1608－6119）

「ＥＮＪＯＹスポーツかめ亀
クラブ」平成28年度会員募集
ＥＮＪＯＹスポーツかめ亀クラブ
（宮坂　☎090－9121－9409）

冬のグラウンド・ゴルフ大会
参加者募集

ＥＮＪＯＹスポーツかめ亀クラブ
（宮坂　☎090－9121－9409）

第11回市民オリエンテーリング
大会参加者募集

鈴亀オリエンテーリングクラブ事務局
（小坂　☎090－1624－3546）
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平成27年�犯罪発生状況
平成27年中・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
307件（－81）

江ケ室交番 関交番 川崎駐在所 昼生駐在所 野登駐在所
168件（－55） 76件（－15） 34件（－3） 9件（－12） 20件（＋4）

「カギかけ」しましょう！～家も車も自転車も～
　昨年中、亀山署管内において、空き巣などの侵入盗が35件、車上ねら
いが39件、自動車盗が12件、自転車盗が17件発生しました。
　確実な「カギかけ」を心掛け、被害に遭わないよう努めましょう。
　また、不審な人を見かけたら、すぐに「110番」してください。

※（　）内は昨年比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

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

募集人数　40人（先着順）
参加費　1,100円（昼食付き）
※当日会場でお支払いください。
申込期限　２月26日（金）
申込先　関宿囲碁大会実行委員会
　（川合　☎090－8458－2722）

と　き　３月６日（日）
　　　　午前10時30分～午後２時
　　　　（小雨決行）
集合場所　ＪＲ加太駅
※ＪＲ亀山駅午前10時10分発の
　加茂行きを利用すると便利です。
コ�ース　ＪＲ加太駅前→加太南部
散策→ＪＲ加太駅前（約８km）
参加費　１人200円
※新年度入会希望者は年会費500円
※昼食や雨具は持参してください。
※申し込みは不要です。
問合先�　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

　小学生男子を中心としたバ
レーボールチームです。現在11人
のメンバーが頑張って練習して
います。お気軽に練習の見学に来
てください。
練習時間

▷毎週水曜日…午後５時～７時
▷毎週金曜日…午後６時～８時
ところ　亀山東小学校体育館
問合先　亀山キッズ
　（市川　☎090－4856－9546）

　「北町ふれあい農園」では、農園
利用者を募集しています。
場　所　北町337－1、北町350－3
使�用できる期間　４月１日～平成
29年２月28日（更新可能）
使用料　年間2,000円
使用できる区画　１区画28㎡
募集区画数　３区画
※駐車場あり
※水道設備なし
申込・問合先　北町ふれあい農園
　（高嶋　☎86－5085）

　亀山市近郊で製造業を営む企
業（職種は製造職に限りません）
が来場し、ハローワークに提出し
ている求人内容や事業内容の説
明を面談形式で行います。製造職
種での就職をお考えの人や求人
内容に興味のある人は、ぜひご来
場ください。
と　き　２月26日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
と�ころ　市文化会館中央コミュニ
ティセンター
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物　面談を希望する人は履歴
書を持参（プロフィール開示用
ですので、面談終了後に返却し
ます）
問�合先　ハローワーク鈴鹿（求人・
専門援助部門　☎059－382－
8609）

　ゆかいで切なく感動的、そして
おしゃれなミュージカルです。ぜ
ひ親子でご覧ください。
と　き　２月27日（土）
　　　　午後２時～（開演）
※開場は午後１時45分
ところ　青少年研修センター集会場
月会費　1,000円（入会金500円）
※�会員対象ですが、当日の入会も
できます（３歳以下無料）。
問�合先　亀山こども劇場（☎83－
3534、開局日は月・火・金曜日の
午後０時30分～４時）

　関地区に限らず、広く参加者を
募集します。５局以上の対戦で表
彰対象とします。
と　き　３月５日（土）
　午前８時50分～午後４時30分
ところ　老人福祉関センター
　　　　（関小学校南側）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

亀山こども劇場 第90回例会
ミュージカル「すてきな三にんぐみ」

関宿囲碁大会
参加者募集

亀山あるこうかいクラブ
～早春の加太南部を歩いてみよう～

亀山キッズ男子バレーボール
メンバー募集

菜園ライフを
楽しみませんか

亀山地域企業
就職面接会
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一次救急
当番医 3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

2 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
3 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
4 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
5 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 勝木
7 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我
8 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山
9 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋

10 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
11 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
12 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
14 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我

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

16 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
17 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
18 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
19 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
22 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山
23 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
24 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
25 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
26 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
28 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中
29 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
30 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
31 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直

日 医療機関名 担当医
6 日 亀山医院 本町三丁目 82－0015 小林

13 日 亀山皮フ科 渋倉町 83－3666 山本
20 祝 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500 静谷
21 振休 後藤眼科クリニック 北町 84－1800 後藤
27 日 とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 田中

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
・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
・豊田クリニック（入山医師）　　　82－1431
・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

　2日・16日（水）	 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日・23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

　3日（木）	 10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030

遊ぼうデー「読み聞かせ｣

　2日（水）	 10：00～10：30

遊ぼうデー｢広告紙であそぼう｣

　9日（水）	 10：00～10：40

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523

お散歩に行こう（商店街をお散歩）

　3日（木）	 10：30～11：30

　※10：20までにコスモスルームへお越しください。

読みきかせの会

　17日（木）	 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

人形劇（子育て講座）

　16日（水）	 10：00～11：00

あいじえんのお友だちとあそぼう

　9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８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
 ３歳児健診　※平成24年９月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　10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 3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3/22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。

23日（水） 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 3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。

太
お お

田
た

　凛
り

桜
お

 ちゃん　平成27年２月９日生まれ 中
な か

澤
ざ わ

　陽
ひ

乃
の

梨
り

 ちゃん　平成27年４月４日生まれ

　智浩さん　　　ひとみさん　（天神三丁目） 　旬弥さん　　　みゆきさん　（加太中在家）
ずっと可愛い笑顔をみせてネ！ 明るく元気に育ってねー

父 父母 母

めずらしい町名「福徳」

　名阪国道沿いの集落に全国的
にも珍しい町名の付く地区があ
ります。
　それは、関南部の福徳地区です。
「福とは幸せ」「徳とはありがた
い恩恵」との意味合いです。
　町名の由来は何ですか？同地

区の落合功さんに伺ってみると、弘法大師によって
名付けられたと言い伝えられているそうです。お念
仏の本にも「福徳」と唱える一節があると話されました。
　また、この地区には不思議な伝説があることを知
りました。
　その中には、雷が落ちない、ヒルが吸い付かない、
椿の実から油が取れない、鶉

うずら

が鳴かない、隣接する土
地の境界から塩水が出る、母親のお乳の出が良くな
るなどの伝説があるそうです。
　中の川上流には薬師如来本堂「薬師さん」があり、
境内には幹周り約4m、樹齢約160年の山桜の大木が

あります。幹の中央には、訪れる人々を歓迎するかの
ようなしぐさの“さる”似の木肌を見つけ、触れるこ
ともでき、今年はさる年で良かったとの話も伺えま
した。近くに住んでいる人の話では、一昔前には近隣
の人、また遠方からも母乳の出が少ない母親のお参
り姿をよく見かけたとのことです。不思議とお乳の

出が良くなった
と伝えられてい
ます。
　桜の咲く時期
に「薬師さん」本
堂の落慶祝いが
あるそうです。
　自然いっぱい
の静かな山里、
ウオーキング
を兼ねて森林浴
に！出掛けては
いかがですか。

市民記者
松村　正さん


