
の様子を写真展示します。
※ 来年度（平成29年度）に開催予定

の講座の紹介も行います。
と　き　２月４日（土）、５日（日）
　　　　午前10時～午後４時30分
※５日（日）は午後３時30分まで
と ころ　青少年研修センター１階

集会場

と　き　２月26日（日）
　　　　午前９時～午後３時
ところ　東野公園体育館
対象者　小学４年生以上の人
チーム編成　１チーム３人
参加費　一般（１人）500円、
　　　　市レク会員（１人）400円
※いずれもスポーツ保険料含む
※当日会場でお支払いください。
持 ち物　体育館シューズ、飲み物、

タオル、昼食
申込期限　２月20日（月）

申込方法　チーム全員の住所、氏
　 名、年齢、電話番号、チーム名を

明記の上、亀山市レクリエー
ション協会へファクスでお申
し込みください。

　事前に申告したタイムを目標
に自分のペースで完走を目指し
ます。申告タイムと完走タイムの
差で順位を競います。
と　き　３月20日（祝）
　　　　午前９時30分～午後３時20分
▷午前…マラソンの部（３km・７km）
▷午後…ウォーキングの部（２km）
※雨天時は３月26日（日）に延期
ところ　亀山サンシャインパーク
参加費　300円
申 込方法　所定の申込書（ホーム

ページからダウンロード可）に
必要事項を記入の上、亀山サン
シャインパーク公園管理事務所
へお申し込みください。

URL http://kameyama-sp.com

　元気丸カフェは、認知症の人や
その家族、地域住民などが集い、お
互いに交流し相談できる場所で
す。懐かしいおもちゃやゲームも
用意しています。お茶を飲みなが
ら、ゆっくりと過ごしませんか？
と　き　２月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　あいあい１階ぽっカフェ

のスペース（白鳥の湯の東側）
対 象者　認知症の人やその家族、

地域住民など
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　中央公民館講座の受講生の皆
さんが学んだ成果を発表する作
品展です。また、中央公民館講座

もよおし
元気丸カフェ

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

平成28年度中央公民館講座
成果発表展

中央公民館（☎83－5300）

かめやまレクスポ
ユニカール大会

亀山市レクリエーション協会
（亀山スポーツ連合会内　☎97－
3686、FAX97－3695）

トリム競技大会2017
亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森　☎080－2632－8840）

問合先　
健康福祉部長寿健康づくり室（☎84－3316）

亀山地域医療学講座とは？
　亀山市の支援により三重大学に設置され、
市立医療センターを主なフィールドとして、
実際の診療などを通じて、最適な地域医療体
制に関する研究・教育に取り組んでいます。

三
重
大
学
亀
山
地
域
医
療
学
講
座
教
授

医
師
　
竹
村
洋
典
さ
ん

平成28年度 亀山地域医療学講座講演会

地域で育む医療の未来
～亀山市における『医学教育と地域活動』の実践～

２月10日（金）　午後６時～８時
あいあい２階大会議室

入場
無料

※事前申込は不要・先着60人

　地域医療を担う医師の研究や教育など、亀山市で行われて
いる将来の地域医療体制の充実に向けた三重大学亀山地域医
療学講座の取り組みを紹介します。
講　師　三重大学亀山地域医療学講座　医師
　　　　竹村洋典さん、小嶋秀治さん、竹田啓さん

同時
開催

午後５時～６時、あいあい２階研修室
健康に関する展示・体験コーナーなど

知って・見て・感じる
ミニヘルスケア展
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伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画総務部広報秘書室
（☎84－5021）

市
賀
甲

伊賀上野・城下町のおひなさん
～城下町をおひなさんで彩る～

忍者の日記念事業
パネルディスカッション
～尾張藩御忍役人渡辺家の実像に迫る～

　２月22日は忍者の日。
　忍者の日には、映画化もされたベストセラー

「武士の家計簿～『加賀藩御算用者』の幕末維新
～」の原作者である磯

い そ

田
だ

道
み ち

史
ふ み

さんを迎えてパネル
ディスカッションが行われます。
　甲賀忍者の末裔
の古文書から見
える忍者とは。歴
史学者の観点から
忍者研究の魅力や
忍者を活かしたま
ちづくりなどにつ
いて、４人のパネ
ラーに語っていた
だきます。ぜひ、ご
来場ください。
と　き　２月22日（水）
　　　　午後７時～（90分程度）
ところ　あいこうか市民ホール
　　　　（甲賀市水口町水口5633）
入場料　無料
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」下車すぐ
問合先　甲賀市観光企画推進室（☎0748－65－0708）

　伊賀上野・城下町のおひなさんは、「観る」「食
べる」「体験する」の３つのテーマで開催します。
　「観る」では、町家や商店などに新旧さまざま
なひな人形を飾ります。また、史跡旧崇

す う

広
こ う

堂に
「伊賀焼」で作られたおひなさんの作品を約200
個展示します。「食べる」では、雛見茶会や飲食
店・和菓子店でひな祭りをテーマにしたランチ
メニューやお菓子の販売などがあります。「体験
する」では、「こどもなりきりおひなさま」やおひ
なさんの製作体験・クイズ＆スタンプラリーの
ほか、「伊賀ぶらり体験博覧会 いがぶら」を期間
限定で「ひなぶら」として開催します（いがぶら
公式ウェブサイトで要予約・先着順）。

と　き　２月18日（土）～３月３日（金）
ところ　伊賀市上野本町通り周辺（中心市街地）
アクセス　伊賀鉄道「上野市駅」下車すぐ
問合先　伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670）

　司法書士会では、毎年２月を
「相続登記はお済みですか月間」
と位置付け、相続登記の手続きを
促す啓発活動の一環として、次の
とおり司法書士無料相談会を開
催します。
と　き　２月12日（日）
　　　　午前９時30分～正午
※最終受付は午前11時30分

ところ　鈴鹿市男女共同参画センター
　ジェフリーすずか
　（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
相 談内容　遺言、遺産分割協議な

ど相続登記、売買･贈与・担保権
抹消など不動産登記、会社・法人
登記、金銭トラブルなど身近な
法律問題、借金や自己破産、成年
後見など

定　員　50人（先着順）
相談料　無料
※申し込みは不要です。

　社会保険労務士による出張年
金相談を行います。年金の請求や
受給など、年金制度についてお気
軽にご相談ください。
と　き　２月16日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ
　市役所西庁舎１階第４会議室
※相談は受付順です。

伊賀焼
おひなさん

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9112）

相続登記はお済みですか月間
司法書士無料相談会

三重県司法書士会鈴亀支部
（☎059－380－0743）
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※開始時刻までにご来場ください。
※ 会場の混雑状況により、受付を

早めに終了することがあります。
③事業所得（予約制）
　午後１時～３時
ところ
　鈴鹿市神戸コミュニティセンター
　（鈴鹿市神戸九丁目24－52）
※ 予約方法など詳しくは、東海税

理士会鈴鹿支部（平日：午前９時
～午後２時）へご確認ください。

社会保障・税番号
（マイナンバー）制度について
▷ 平成28年分以降の所得税や復

興特別所得税、贈与税などの提
出の際は、申告者本人や控除対
象配偶者、扶養親族、事業専従
者などのマイナンバーの記載
が必要です。

▷ マイナンバーを記載した申告
書を提出する際は、申告者本人
の本人確認書類の写しの添付
が必要です。個人番号カード

（表裏）の写し、または通知カー
ドおよび運転免許証、健康保険
の被保険者証などの写しをご
持参ください。

　税理士が無料で、住宅借入金等
特別控除、医療費控除、事業所得の
申告書の作成をお手伝いします。
※ 譲渡所得、贈与税、相続税の相談

は行いません。
と　き　２月26日（日）
①住宅借入金等特別控除
　午前９時30分～11時
②医療費控除
　午前11時10分～正午
※いずれも10分前に受付開始

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

税理士による日曜無料税務相談会
東海税理士会鈴鹿支部
（☎059－382－7715）

亀
山
宿
・
関
宿

２月11日（土）　午前10時～
オープニングセレモニー（筝

こ と

演奏）
　関　宿…足湯交流施設
ぜんざいふるまい（先着各100人）
　亀山宿…旧舘家・市民協働センター「みらい」
　関　宿…足湯交流施設

３月５日（日）　午前10時～
関宿ひなまつり市（関宿一帯［一部交通規制を実施］）
　 おひなさまを見ながら特産品などのお買い物を楽

しみませんか？
甘酒ふるまい
　関　宿…伊藤本陣跡
着物を着ておひなさまめぐり（抹茶券進呈）
　自身の着物を持参された人に無料で着付けをします。
　地元商店での買い物や飲食で特典があります。
　関　宿…足湯交流施設（受付・着付け）

２月19日（日）　午前10時～
和小物講座（要予約・先着順）
　亀山宿…市民協働センター「みらい」
　　　　　（旧舘家では随時開催）
　参加費500円、募集人数25人
つるし雛講座（要予約・先着順）
　関　宿…足湯交流施設
　参加費500円、募集人数25人

２月25日（土）
春の寄せ植え講座（要予約・先着順）
　亀山宿…城西地区コミュニティセンター（午前10時～）
　関　宿…関文化交流センター（午後１時～）
　参加費800円、募集人数各40人

３月11日（土）
おひなさまめぐりウォーキング（要予約・先着順）
　午前９時15分集合（ＪＲ亀山駅）
　参加費2,000円（保険・昼食代など）、募集人数25人

東海道のおひなさま
２月11日（土）～３月12日（日）

申込・問合先　東海道のおひなさま 亀山宿・関宿実行委員会
　　　　　　　（亀山市観光協会内　☎97－8877）

スタンプラリー
　 スタンプを３つ以上集めて応募すると、抽選ですて

きな賞品が当たります。
　亀山宿…旧舘家、市民協働センター「みらい」
　関　宿…橋爪家、足湯交流施設
　応募箱は、旧舘家（亀山宿）、足湯交流施設（関宿）に設置
　応募期限…３月12日（日）　正午
　公開抽選…３月12日（日）　午後２時～

期間中

駐車場
　亀山宿…市民協働センター「みらい」、
　　　　　城西地区コミュニティセンター駐車場など
　関　宿…関宿観光駐車場、ＪＲ関駅前駐車場（有料）など
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　麻しん・風しんは感染力が強
く、人から人へ感染する病気で
す。予防接種対象の人は忘れずに
受けてください。
平成28年度の対象者

接 種方法　県内の各医療機関へ予
約してください（県外で接種す
る場合は、健康福祉部長寿健康
づくり室へご連絡ください）。

接種料金　無料
持 ち物　母子健康手帳、予診票、健

康保険証、外国人は在留カード
（外国人登録証明書または特別
永住者証明書でも可）

そ の他　予診票をお持ちでない場
合は、母子健康手帳を持参の上、
長寿健康づくり室または健康づく
り関センターへお越しください。

※ 詳しくは、個人通知や出生届時に
お渡しした「赤ちゃんすくすく」の
予防接種の案内をご覧ください。

　介護保険制度は、住み慣れた地
域でいつまでも健やかに暮らせる
ように、また介護が必要になって
も安心して自立した生活が送れる
ように、社会全体で支え合う仕組
みです。皆さん一人ひとりの保険
料は、介護保険制度の大切な財源
となります。
　65歳からの保険料は、基本的に公
的年金からの徴収になりますが、納
付書での納付となる場合もありま
す。納め忘れのないように口座振替
をご利用いただくと便利です。
　なお、特別な事情がなく保険料
を納めないでいると、保険料の滞
納期間に応じて、介護サービスの
利用が制限されたり、滞納処分の
対象となったりしますので、保険
料は納期限までに納めましょう。

　市内の小・中学校の特別支援
学級に在籍する児童や生徒の作
品展です。子どもたちが、自分を
表現し、楽しく取り組んだ作品の
数々を展示します。
と　き　２月４日（土）～６日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※６日（月）は午後４時まで
ところ　亀山エコー１階催事場

　平成28年10月から平成29年１月
までの児童手当と特例給付（受給
者の所得が所得制限限度額以上
の人）を２月３日（金）に各受給者
の申請口座へ振り込みます。
※ 受給者が公務員の場合は、勤務

先から別途支給されます。

お知らせ

麻しん・風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

児童手当等を振り込みます
市民文化部保険年金室

（☎84－5005）

介護保険料は必ず納めましょう
市民文化部保険年金室

（☎84－5005）

第１期
（１回目）1 歳～ 2 歳未満

第２期
（２回目）

平成 22 月４月２日～
平成 23 月４月 1 日生まれの人

問合先　市民文化部文化振興局まちなみ文化財室（☎96－1218）

古代三関シンポジウム
　関町新所地内で平成18年度から継続して
調査し、その内容が少しずつ判明してきた

「鈴鹿関」は、「不破関」（岐阜県関ケ原町）、「愛
発関」（福井県敦賀市付近）とともに、「古代三
関（律令三関）」とよばれ、わが国の古代にお
けるもっとも重要な関所の１つです。
　このシンポジウムでは、古代三関それぞれ
の共通性と独自性をみていくことで、「鈴鹿
関」の価値などを明らかにしていきます。
※鈴鹿関西外郭線推定地の現地見学会も開催

○奈良女子大学特任教授　舘野和己さん
○元敦賀市立博物館長　川村俊彦さん
○関ケ原町職員　富田真一郎さん　ほか

３月18日（土）  午後１時～５時
市文化会館大ホール

現地見学会

関連事業
入場無料

パ
ネ
リ
ス
ト

と　き　３月19日（日）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　関町新所地内
集合場所　西の追分休憩施設
　　　　　（関町新所）
案内役　まちなみ文化財室職員
定　員　50人程度（先着順）
参加費　無料
申 込方法　市民文化部文化振興

局まちなみ文化財室へ電話ま
たは直接お申し込みください。

～亀山市歴史博物館特別陳列～
と　き　３月19日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　歴史博物館講義室
内　容　鈴鹿関跡関連遺物特別展示
観覧料　無料

第37回
亀山市特別支援学級作品展
亀山市特別支援教育振興会事務局

（関中学校・三根　☎96－0115）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『こんがり、パン』
赤瀬川原平 ほか／著
河出書房新社（2016年５月刊）
　こうばしい香り、パリっとした歯
ざわり、ふんわりとした口どけ…。

「パン愛」あふれるエッセイ41篇を
編んだアンソロジーは、パン好き必
携の１冊。

『れもん、うむもん！
　　　－そして、ママになる－』
はるな檸檬／著
新潮社（2016年３月刊）
　思うようにならない自分の体。初
めて命を授かることへの緊張。ママ
として最善のことをしたいのにで
きない…。シアワセだけじゃ産めな
い、「しんどい」気持ちにそっと寄り
添う、ママたちの味方の一冊。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●墨田区吾

あ

嬬
ず ま

町
ま ち

発ブラックホール行き
　／上野歩
●新釈・皇妃エリザベートとふたりの男たち
　／桐生操
●吾輩のそれから／芳川泰久
●人魚姫の椅子／森晶

あ き

麿
ま ろ

●プレイバック／レイモンド・チャンドラー
●おかしなこともあるもんだ／いしいひろし
●おいしいふくやさん／のしさやか
●ふたりのカミサウルス／平田昌広
●銀

ぎ ん

杏
な ん

堂
ど う

／橘春香
●みんな大好き！カレー大百科／森枝卓士
●残業ゼロがすべてを解決する／小山昇
●ズボラーさんのたのしい朝ごはん
　／小田真規子
●平成釣客伝／夢枕獏
●福島尚鉄道画集 線路は続くよ／福島尚
●ニッポンを解剖する！沖縄図鑑

ほか324冊

　文章を声に出して読む、簡単な計
算をするなどは、脳を健康に保つた
めの良いトレーニングと言われて
います。認知症予防の方法を学び、
仲間づくりや生きがいづくりの機
会として、ぜひご参加ください。
と 　き　４月７日～９月29日の毎

週金曜日（５月５日、８月11日を
除く全24回）　午前10時10分～
11時20分（４月７日は午前10時
10分～11時50分）

ところ　あいあい
内 　容　簡易なテキストなどを

使用して脳に効果的な学習を30
分、簡単な運動などを30分行い
ます。

対 象者　市内に住所を有する65歳
以上の人

定　員　20人
※ 応募者多数の場合は、継続的に

参加できることを前提に、簡単

な状況聞き取りを行い、参加者
を決定します。聞き取りは２月
24日（金）または３月３日（金）に
あいあいで予定しています。

受講費　月額1,000円
　　　　（教材費を含む）
申込期限　２月17日（金）
申 込方法　健康福祉部長寿健康づ

くり室へ電話または直接お申し
込みください。

　同じ病気の人の話を聞いたり、
自分の悩みを相談したりなど、一
人で悩まずにお話ししましょう。
と　き　２月28日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（予約制）
ところ　鈴鹿保健センター２階
　健康教育室（県鈴鹿庁舎となり）
対象者　がん患者やその家族など
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　流域関連亀山市公共下水道事
業計画の変更案を次のとおり縦
覧します。
　利害関係者は、縦覧期間内にこ
の変更案について意見を申し出
ることができます。
変更内容　事業計画区域の拡張
　（汚水区域）
縦覧期間　２月10日（金）～24日（金）
　（土・日曜日、祝日を除く）
縦 覧場所　建設部上下水道局下水

道室（関支所２階）

　設備清掃のため、関Ｂ＆Ｇ海洋
センターのプール施設を臨時休
館します。
※ほかの施設は平常どおりに開館
休 館期間　２月20日（月）午後１時

～26日（日）

各種検診・教室

がん患者と家族の方の
おしゃべりサロン in 鈴鹿

三重県がん相談支援センター
（☎059－223－1616）

脳の健康教室
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎83－3575）

流域関連亀山市公共下水道事業計画
変更案の縦覧

建設部上下水道局下水道室
（☎97－0627）

プール施設の臨時休館
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
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　　　　永溝深雪さん
対象者　18歳以上の人
定　員　15人（先着順）
参加費　3,200円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持 ち物など　タオル、マット（お持

ちの人）、動きやすい服装
申込開始日　２月１日（水）
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　２月９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　ヨガインストラクター
　　　　Ayumi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 ち物など　タオル、飲み物、動き

やすい服装
共　催　亀山医師会

と　き　２月18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
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

と　き　２月23日（木）
　　　　午後１時～２時30分
と ころ　井田川地区北コミュニ

ティセンター
講　師　日本ケアシステム（株）
　　　　橋川拓真さん
対 象者　介護予防や健康づくりに

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

　専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　３月２日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（予約制）
ところ　県鈴鹿保健所
　　　　（県鈴鹿庁舎１階）
対 象者　こころに悩みを持つ本人

またはその家族など
費　用　無料
申 込方法　県鈴鹿保健所地域保健

課へ電話でお申し込みください。

　初心者から始められるヨガ教
室です。健康な体を目指して、気
持ちよく汗を流しませんか？
と 　き　２月16日～３月23日の毎週

木曜日　午後１時～２時（全６回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
講　師　日本フィットネス協会
　　　　公認インストラクター

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

コンディショニングヨガ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

亀山学校
～健康ヨガに取り組もう～

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
～高齢者が暮らしやすい住環境～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ・講座の募集　　歴史博物館（☎83－3000）・２月の催し

＜考古講座＞
「遺物から見る鈴鹿関」
と　き　３月18日（土）　午前９時30分～11時
内 　容　鈴鹿関（関町新所）とその周辺から出土し

た遺物を実際に見ながら、どのような場所から
どのようなものが確認されたのか、遺物や遺構
から考えられる鈴鹿関についてお話しします。

※同日に市文化会館で開催（午後１時～）される
　「古代三関シンポジウム」と関連した講座です。
定　員　30人（先着順）
申込期間　２月１日（水）～３月17日（金）
申 込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込

みください。

＜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
※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
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
URL http://kameyamarekihaku.jp

講座受講生を募集します！

16 広報かめやま　平成29年2月1日号



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

募集人数　１人
業 務内容　施設管理（入館料管理、

施設案内、清掃など）
任 用期間　４月１日～平成30年３

月30日
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104日以内（土・日

曜日、祝日の勤務を含む）
休　日　勤務シフトによる
勤 務場所　関宿旅籠玉屋歴史資料

館、関まちなみ資料館（関町中町）
賃　金　時間給800円

通勤手当　通勤距離区分に応じて支給
社会保険など　労災保険
募集期限　２月15日（水）必着
応 募方法　市民文化部文化振興局

まちなみ文化財室（〒519－1192
関町木崎919－1）へ履歴書を持
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
（日時は別途連絡）

募集人数　１人
業 務内容　施設の管理運営と市民

活動支援業務
対 象者　市民活動支援やNPOに関

心のある人で、パソコンが使用で
き、市内に住民登録している人

任 用期間　４月１日～平成30年３
月30日

勤 務時間　午前８時30分～午後１
時、午後１時～５時30分、午後５
時30分～10時のうち１日4.5時間

勤務日数　週２日～５日
賃　金　時間給800円
通勤手当　通勤距離区分に応じて支給
募集期限　２月28日（火）必着
応 募方法　市民文化部文化振興

局共生社会推進室（〒519－0195 
本丸町577）へ履歴書を持参また
は郵送してください。

※ 応募者については面接を実施
（日時は別途連絡）

募　集 文化財公開施設（関宿資料館）
管理人の募集

市民文化部文化振興局
まちなみ文化財室（☎96－1218）

市民協働センター「みらい」
施設管理人の募集
市民文化部文化振興局

共生社会推進室（☎84－5066）

2月28日（火）

2月の納期
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税… 第４期
国民健康保険税… 第８期
後期高齢者医療保険料… 第８期
介護保険料… 第６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。

市立図書館（☎82－0542）　関図書室（☎96－1036）

おはなしの会
２月４日（土）　午後２時～　市立図書館（児童室）
２月８日（水）　午後３時～　関文化交流センター（和室）
子どもアニメ上映会
２月１日（水）　午後３時～　関文化交流センター（研修室）
休館日
●市立図書館…毎週火曜日、24日（金）
●関図書室…毎週月曜日、24日（金）
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
２月１日～14日　うちゅうネコのスー　（駒田鼓幸）
２月15日～28日　銀色のキツネ　（渡辺誠一）

2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

亀山市立図書館ホームページをご活用ください
　 亀 山 市 立 図 書 館
ホームページから、所
蔵している本の検索、
貸出中の本に限り予
約をすることができ
ます。また、県立図書
館のネットワークと
もリンクしています
ので、県内にある図書館の本の情報を検索することもできます。さらに、
イベントの案内、本の借り方の情報もありますので、ぜひご覧ください。
※貸出中の本の予約は、市立図書館で発行するパスワードが必要です。

亀山市立図書館 検索
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業 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）

※勤務場所により異なる場合あり
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内小学校
賃　金　時間給1,020円（予定）
共通事項
任 用期間　４月１日～平成30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15日（水）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
さい。

賃　金　時間給830円（予定）
幼稚園教諭
募集人数　１人
業務内容　幼稚園クラス担任教諭
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1,300円（予定）
応接補助員（幼稚園）
募集人数　１人
業 務内容　クラス担任の補助、そ

のほか雑務
勤 務時間　午前８時30分～午後２

時（５時間30分）
※ 水曜日のみ午前８時30分～11

時30分（３時間）
勤務日数　年間220日以内
勤務場所　市内幼稚園
賃　金　時間給810円（予定）
応接員（小学校）
募集人数　１人

給食調理員（調理師）
募集人数　１人
業務内容　学校給食の調理
応募資格　調理師免許取得者
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　市内小学校または関学

校給食センター
賃　金　時間給1,150円（予定）
給食調理員（代替）
募集人数　１人
業 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

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22

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　2月6日（月）～10日（金） 個人使用デー　2月13日（月）～17日（金）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）
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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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

員」を募集します。
任用期間　原則として１年以内
勤 務時間　午前８時15分～午後４

時15分（７時間）
勤 務日数　週５日（原則として土・

日曜日、祝日、春・夏・冬休みなど
の学校休業日は休み）

勤務場所　市内小・中学校
賃　金　時間給830円（予定）
社 会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険
募 集期間　２月１日（水）～13日
（月）必着

応 募方法　教育委員会学校教育室
（〒519－0195　本丸町577）へ履
歴書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
（日時は別途連絡）

中央公民館
賃　金　時間給930円（予定）
社会保険など　雇用保険
募集期限　２月17日（金）必着
提 出書類　履歴書、作文「地域課題

に対しての公民館の役割につい
て」（400字程度）

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
（日時は別途連絡）

　小・中学校の特別支援学級に在
籍する子どもの介助を行う「介助

募集人数　若干人
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、普通自動車運転
免許（AT限定可）を有する人

任 用期間　４月２日～平成30年３
月30日

勤 務時間　原則として、午前８時
30分～午後５時15分、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）

勤 務場所　青少年研修センター内

中央公民館職員の募集
教育委員会生涯学習室

（☎84－5057）

介助員（小・中学校）の募集
教育委員会学校教育室

（☎84－5075）

０歳・１歳・２歳児を対象に
小規模保育事業の入園児を募集します
　社会福祉法人松風福祉会（亀山愛児園）が、０歳～２歳の低年齢児を対
象とする小規模保育事業所（Ａ型）を平成29年４月１日から開設する予定で、
次のとおり利用園児を募集します。この事業の利用は、市で申し込みを受
け付け、調整を行った上で利用者を決定します。

小規模保育事業所（Ａ型）
　かめ愛こどもの家（東町一丁目6－27　☎83－1523）
募集予定人数　定員 12 人

利 用資格　市内在住の平成 26 年４月２日以降に生まれた保育が必
要な乳幼児（０歳クラスは、満６カ月を迎えた月の翌月の初日
以降から利用できます）

申 込書等の受付　２月 13 日（月）～ 17 日（金）の午前８時 30 分
～午後５時 15 分に健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室

（あいあい）へお申し込みください（認印の持参）。
※ 申込書・認定申請書は、子ども家庭室（あいあい）で配布します。

また、市ホームページからもダウンロードできます。
※入所の決定は受付順ではありません。

０歳クラス １歳～２歳クラス
３人 ９人

問合先　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）

Q．小規模保育事業とは？
A�．０歳～２歳のお子さんを対象
に定員 19 人以下の小規模な環
境で行う保育のことです。また、
施設の設備や運営の基準、給食
の提供、保育時間、利用者負担
額（保育料）など、法に基づく
認可施設です。
Q．小規模保育事業（Ａ型）とは？
A�．認可保育所に準じ、保育従事
者全員が保育士です。

※完成イメージ図（外観）
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市民活動応援制度
審査検証委員会委員を募集！

２月３日（金）～９日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　 「平成28年中における火災・

救急の概要」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「第二愛護園②」

２月10日（金）～16日（木）
●ウイークリーかめやま
●となりまち“い・こ・か”
　「伊賀上野・城下町のおひなさん」
　（伊賀市）
●かめやま健康体操
●エンドコーナー「井田川幼稚園①」
※ 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。

募 集期間　２月１日（水）～20日
（月）必着（火曜日は休館）

応 募方法　歴史博物館（〒519－
0151　若山町7－30）へ履歴書と
レポートを持参または郵送して
ください。また、専門的な実績の
ある人は、記載したものを１部
提出してください。

※ レポートは、歴史博物館ホーム
ページを確認し、自分の専門知
識を活かして、歴史博物館にど
のように資することができるか
をまとめてください（2,000字程
度・書式は任意）。

URL http://kameyamarekihaku.jp
面　接
と　き　３月12日（日）
　　　　午前９時30分～
ところ　歴史博物館

※ 普通自動車運転免許（AT限定
可）が必要

任 用期間　４月１日～平成30年３
月31日

勤 務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分

勤 務日数　月平均20日以内（土・日
曜日、祝日の勤務を含む）

※ 火曜日は休日、そのほかの週休
日は要相談

勤務場所　歴史博物館
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

職　種　学芸員（民俗分野）
募集人数　１人
業 務内容　亀山市域の民俗分野に

関する専門的な調査、レファレ
ンス対応、展示、講座、学習支援
など

応 募資格　大学で民俗分野を専攻
し学芸員の資格を有する人、ま
たは取得見込みで、亀山市域の
民俗に興味がある人

歴史博物館学芸員
（非常勤職員）の募集

歴史博物館
（☎83－3000）

　市では、市民活動応援制度の団体登録の審査や
制度全般を検証するため、審査検証委員会を設置
しています。この度、審査検証委員会委員の任期
満了に伴い、新たに委員を募集します。
※市民活動応援制度の仕組みについて詳しくは、
　各地区コミュニティセンターや市役所、市民
　協働センター「みらい」などに設置してある
　「市民活動応援制度冊子」をご覧ください。
応募資格
　平成29年１月１日時点で満20歳以上の市内に住所を有する人
任　期　平成29年４月１日～平成31年３月31日
活動内容
　市民活動応援制度の団体登録の審査や制度全般についての検証など
※ 会議は、平成29年度に３回程度、平成30年度に３回程度、平日に開

催する予定です。
募集人数　２人
※本制度に登録している団体に所属する人は応募できません。
※応募者多数の場合は、応募用紙による書類選考を行います。
募集期限　２月20日（月）必着
応 募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、市民文化部文化振興局

共生社会推進室へ郵送、ファクス、Ｅメールまたは直接お申し込
みください。

※ 応募用紙は、市役所（共生社会推進室）、関支所、市民協働センター
「みらい」にあります。また、市ホームページからダウンロードで
きます（「亀山市市民活動応援制度」で検索）。

申込・問合先　市民文化部文化振興局共生社会推進室
　　　　　 　〒519－0195　本丸町577　☎84－5066　FAX82－9955
　　　　 　　  kyoseisyakai@city.kameyama.mie.jp

市民の視点から一緒に考えてみませんか？
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより
ノロウイルスにご注意ください！
　ノロウイルスは、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層
で急性胃腸炎を起こすウイルスです。１年を通して注意
が必要ですが、特に12月から３月までは乾燥するため、
ウイルスが飛散しやすく発症のピークとなっています。

＜主な症状や感染は？＞
　ノロウイルスは感染力が強く、少ないウイルス量でも
感染します。感染者の便や嘔吐物に触れた手や、汚染し
た食べ物を介して人から人に感染します。ノロウイルス
による感染性胃腸炎は発症すると、嘔吐・下痢・発熱の症
状が現れ、多くの場合は２日～３日で治癒します。
＜もし症状がでたら…＞
　嘔吐や下痢の症状があれば、
早めに医療機関を受診しましょ
う。免疫力の低い小児や高齢者
は脱水症状を起こしやすいので、
水分と栄養の補給を十分に行う
ことが大切です。

＜予防しよう！＞
　予防のためには手洗いが重要です。外から
帰った後や、特にトイレの後や調理前・食事前
には、石けんと流水でしっかりと手を洗いま
しょう。
　また、家庭内で症状のある人がいる場合は、
２次感染予防のために嘔吐物や便は使い捨て
のマスクと手袋を着用し、ペーパータオルな
どで拭き取り、ナイロン袋に密封して捨てま
しょう。拭き取った後は家庭用漂白剤を100倍
程度に薄めて、ペーパータオルなどにしみこ
ませて、広めの範囲を消
毒した後、しばらくして
から水拭きしてくださ
い。処理後の手洗いも忘
れないようにしましょう。
※ 漂白剤の取り扱いに

はご注意ください。

域の支援機関をつなぐコーディ
ネーターとしての役割など

応 募資格　看護師、保健師、社会福
祉士のいずれかの資格を取得ま
たは平成29年３月末までに取得
見込みの人

共通事項
応 募資格　普通自動車運転免許取

得者でパソコン操作（入力や検
索）ができる人

任 用期間　４月１日～平成30年３
月31日（更新する場合あり）

勤 務日数　週５日（原則として土・
日曜日、祝日は休み）

勤 務場所　亀山地域包括支援セン
ター「きずな」（あいあい内）

賃　金　時間給1,250円
社 会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険
募集期限　２月13日（月）必着
応 募方法　亀山地域包括支援セン

ター「きずな」（〒519－0164　羽
若町545）へ履歴書を持参または
郵送してください。

社会福祉士
募集人数　２人
業 務内容　高齢者に係る総合的な

相談と支援、地域のネットワー
クづくりなど

応 募資格　社会福祉士の資格を取
得または平成29年３月末までに
取得見込みの人

介護支援専門員
募集人数　２人
業 務内容　地域包括支援センター

が対応するケアマネジメント業
務や関係する相談支援、地域の
ネットワークづくりなど

応 募資格　介護支援専門員の資格
を取得または平成29年３月末ま
でに取得見込みの人

認知症地域支援推進員
募集人数　１人
業 務内容　認知症に係る相談支

援、医療機関・介護サービス・地

　市が管理する公共施設に、自動
販売機（飲料水等）の設置を希望
する事業者を募集します。
※ 募集内容など詳しくは、財務部

契約管財室へお問い合わせく
ださい。

貸 付物件　飲料水等の自動販売機
設置場所（市役所本庁舎ほか15
施設［33台分］）

申 込方法　所定の申込書に必要事
項を記入の上、財務部契約管財
室へお申し込みください。

応募要領の配布と申込期間
　２月１日（水）～15日（水）
入札・開札
と　き　２月23日（木）
　　　　午後１時30分～
ところ　市役所３階理事者控室

自動販売機設置場所
貸付者の募集

（一般競争入札）
財務部契約管財室
（☎84－5028）

非常勤職員の募集
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）
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※（　）内は前年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成28年交通事故発生状況
（12月末時点・亀山署管内）

124件（－33） 1人（－2） 162人（－46） 1,381件（+49）

亀山警察署（☎82－0110）

交通安全“見える・見せる”キャンペーンの推進
１．ドライバーは、こまめなライトの切り替え
　夜間のライトは上向きが基本です。上向きライト
は、夜間の歩行者や自転車を早期に発見できますの
で、ライトの上向き・下向きをこまめに切り替えま
しょう。
２．夕暮れ時の早目のライト点灯
　日没時間帯は周囲の状況が見えにくくなります
ので、車も自転車も早めにライトを点灯しましょう。
３．歩行者、自転車利用者は反射材を着用
　明るい服装と反射材を着用し、自分の存在を早く
車に知らせましょう。

募集人数　１人
業 務内容　消費生活相談や消費者

啓発など
応募資格　①②の要件を満たす人
①次のいずれかの資格を有する人
▷消費生活相談員
▷消費生活専門相談員
▷消費生活アドバイザー
▷消費生活コンサルタント
② 相談実務経験があり、パソコン

入力ができる人
勤 務時間　午前８時30分～午後５

時15分（土・日曜日、祝日、年末年
始を除く）

勤 務場所　鈴鹿亀山消費生活セン
ター（鈴鹿市算所一丁目3－3）

募集期間　２月13日（月）～24日（金）
※ 募集要項など詳しくは、鈴鹿亀

山地区広域連合ホームページを
ご覧いただくか、または鈴鹿亀
山地区広域連合総務課へお問い
合わせください。

URL http://www.suzukakameyama-
　  kouiki.jp/

と　き　２月25日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　亀山児童センター集会室
対象者　小・中学生
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間　２月14日（火）～21日（火）
申 込方法　亀山児童センター（月

曜日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

鈴鹿亀山消費生活センター
消費生活相談員の募集

鈴鹿亀山地区広域連合総務課
（☎059－369－3200）

子ども将棋大会 参加者募集
亀山児童センター（☎82－9460）

住 宅 名 階　数
（床面積） 家　賃 住　所

住山住宅
C－4号

３階建ての１階
（66.30㎡）

13,900円～
27,300円

住山町
2番地

住山住宅
C－8号

３階建ての２階
（66.30㎡）

13,900円～
27,300円

住山町
2番地

野村団地住宅
N－101号

３階建ての１階
（47.23㎡）

10,700円～
21,000円

野村一丁目
10番7－101号

※家賃は、入居する人の収入月額などにより変動します。
※ 表記の家賃は平成28年度のものであり、平成29年度の家賃は多少増減

することがあります。
※上記住宅の申し込みは世帯員が２人以上の世帯に限ります。
※ （　　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの優先入居

住宅です。

受付期間　２月15日（水）～24日（金）
※ 入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付期間に

限らず、建設部営繕住宅室へお問い合わせください。
※ 応募のなかった住宅は、抽選日（日時は未定）の翌日から先着順に

申し込みを受け付けます。
入居時期　４月下旬（予定）
受付場所　建設部営繕住宅室

市営住宅入居者募集
建設部営繕住宅室（☎84－5038）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

の発表を通して、次世代を担う子
どもたちへの地域の水辺を利用し
た環境教育の状況を紹介します。
　また、会場では希少種の水槽展示
や活動団体のパネル展示も行います。
と　き　２月19日（日）
　　　　午後１時～４時
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。
問 合先　鈴鹿川お魚シンポジウム

実行委員会事務局（栗原　☎090
－4795－8541）

と　き　２月19日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階大会議室
内　容
① 楽しい紙芝居と国策紙芝居を上

演します。紙芝居のおもしろさ
に触れ、国策紙芝居の恐ろしさ
を考えてみます（街頭紙芝居士
古橋理絵さん）。

② 1945年８月２日に起こった、米
軍による亀山駅発の列車銃撃事
件についてお話しします（亀山
西小学校教員　岩脇彰さん）。

参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　亀山九条の会事務局
　（川辺　☎090－8954－1526）

　健康福祉部子ども総合センター
専門監であった志村浩二さんや子
ども支援室の担当者をお迎えし、
お子さんの障がいなど、日ごろ疑
問に思っていること・悩んでいる
ことなど、お弁当を食べながらお
話ししませんか？
と　き　２月24日（金）

　　　　午前10時～午後１時
と ころ　青少年研修センター２階

研修室１
参加費　1,200円（会員は650円）
※弁当・飲み物代を含む
託　児　１人500円
　　　　（定員５人・先着順）
申 込方法　住所、氏名、電話番号、

お子さんの年齢（学年）を明記
（託児希望の場合はその旨を
追記）の上、ファクスまたはＥ
メールでお申し込みください。

申込・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎・FAX[共通]83－4956

 y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

　子ども好きな人や少しでも関
心がある人など、まずはお気軽に
お問い合わせください。
勤務時間
　午後２時30分～７時（平日）
※週１日からの勤務も可
勤務場所　①川合町300
　　　　　②田村町1595
　　　　　③東町一丁目5－3
賃　金　時間給800円～1,000円
選考方法　面接、試験
申込・問合先　日の本クラブ井田川
　　　　　 　（☎83－5490）

　あいさつや簡単な基礎会話を
楽しく学習します。
と 　き　２月15日（水）から毎週水

曜日（全８回）
▷韓国語…午後６時～７時
▷英会話…午後７時30分～８時30分
ところ　市文化会館
定　員　各15人（先着順）
受講料　各5,000円（全８回分）
※教材費として別途2,000円が必要
申込・問合先　国際文化交流協会
　（前田　☎090－6489－2803）

と　き　２月12日（日）
　　　　午後１時～４時
ところ　青少年研修センター集会場
内　容
▷ 外国籍の小・中学生や大人の方

による日本語でのおはなし会
▷ 「テンポフェリス」、「こまつな」

による生演奏
▷ 「東太鼓」による和太鼓演奏と

和太鼓の体験
▷徳風高校生によるネールアート
▷ビンゴゲームなど
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876）

と　き　①２月16日（木）
　　　　②３月16日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①神代の時代
　（語り部　川戸眞一さん）
②亀山郷土史を読む
　（語り部　近藤義則さん）
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　亀山宿語り部の会
　（浅田　☎82－5638）

　鈴鹿川流域で活動する市内外の
団体による希少魚類の生息と保全
についての発表会を行います。そ

KIFAMIGO2017
亀山国際交流の会15周年記念行事

親子で平和を考える
～国策紙芝居があった時代～ 放課後児童クラブ

日の本クラブ指導員補助募集

大人のための英会話・
韓国語市民講座

「亀山宿語り部」の楽しい話

鈴鹿川お魚シンポジウム
～流域の希少種の保全と次世代を

育成する環境教育を目指して～

ぽっかぽかの会 座談会
～志村先生・子ども支援室の

先生に聞こう・話そう～

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。
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