
※所要時間は60分程度
定　員　各回10組（先着順）
※ 電話またはＥメール（ ksp@

azuma-mie.co.jp）での事前受付
ができます。

制作費　１つ300円
 ガーランドづくり 
時　間　午前10時～午後３時
※所要時間は30分～60分程度
制作費　１つ500円（板５枚分）
※数に限りがあります。
 クリスマスリースづくり 
時　間　午前10時～午後３時
※所要時間は30分～60分程度
制作費　１つ300円

住宅なんでも相談会
三重県建設労働組合亀山支部

（☎83－2500）
と　き　12月17日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　あいあい
内　容　住宅に関するすべての相談
相 談員　三重県建設労働組合亀山

支部組合員（大工・建築士）

給など、年金制度についてお気軽
にご相談ください。
と　き　12月21日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時は除く
※受付は午後２時30分まで
ところ
　市役所西庁舎１階第４会議室
※相談は受付順です。

クリスマス体験教室
亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森　☎080－2632－8840）
　クリスマスに向けて、親子を対
象にした体験教室を開催します。
と　き　12月２日（土）、３日（日）
ところ　亀山サンシャインパーク
※ イベント内容など詳しくは、亀

山サンシャインパークホーム
ページでご確認ください。

URL http://kameyama-sp.com/
 キャンドルづくり 
時　間　①午前10時30分～11時30分
　　　　②午後１時～２時
　　　　③午後２時30分～３時30分

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）

　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。お茶などを飲みなが
ら、ゆっくりと過ごしませんか？
と　き　12月19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。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9112）
　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

　新しい図書館の整備に関する「市立図書
館整備基本計画」の策定に向けて、皆さん
の意見をお聞きしたり、話し合ったりする
ワークショップを開催します。
　新しい図書館が、学びとまちづくりの核
となり、亀山市の誇り・愛着となるように、
皆さんの“想い”をぜひお聞かせください！
ところ　あいあい２階大会議室
時　間　午前10時～正午(初回のみ午後０時30分)
　　　　※受付は午前９時45分

＜第１回＞
12月17日（日）
＜テーマ＞
図書館に、

これは欲しいよね？

＜第２回＞
１月21日（日）
＜テーマ＞
もっと親子で
図書館を

使ってもらうには？

＜第３回＞
２月17日（土）
＜テーマ＞

誰にでも優しい
図書館って

どうしたらいいの？

＜第４回＞
３月17日（土）
＜テーマ＞

これからの図書館で
できそうなこと
ないかな？

図書館
市民ワークショップ
開催します！

新しい図書館の整備に向けて、
皆さんの“想い”お聞かせください！

定員40人・できる限り４回とも参加
できる人

◉�参加を希望する人は、教育委員会生涯学習室へ
電話で、�またはファクス、Eメールで住所、氏名、
年齢、連絡先を明記の上、お申し込みください。

申込・問合先
教育委員会生涯学習室（☎84－5057、FAX82－6161、
　  syougaku@city.kameyama.mie.jp）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

公共施設に掲示し、環境保全推進
の啓発に活用します。
 最優秀賞 
関小学校　　　落

おちあい

合稀
き こ

子さん
 優秀賞 
井田川小学校　江

え が わ

川紗
さ あ や

礼さん
井田川小学校　二

ふ た む ら

村悠
ゆ う た

太さん
川崎小学校　　濱

は ま ち

地ひなたさん
関小学校　　　三

み か た

方愛
あ い な

奈さん
入賞作品展示会
と　き　12月22日（金）～１月17日（水）
※ 12月29日（金）～１月３日（水）の

年末年始は除く。
ところ　あいあい１階待合室

お知らせ
市内小学６年生の力作そろう
2017年度環境保全推進ポスター

環境産業部環境保全室
（☎96－8095）

　「地球を守ろう！地球温暖化防
止のためにひとりひとりができる
省エネ活動」をテーマに、2017年度
環境保全推進ポスターを市内の小
学６年生を対象に募集し、多数の
応募をいただきました。
　最優秀賞作品は、2018年の環境
保全推進カレンダーとして、市内

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－69－2101）

  

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
甲伊賀の国大山田温泉 さるびの

～静かな森の中の天然温泉～
いぬ年親子キップ
～信楽ならではの干支切符～

　信楽高原鐵道（SKR）
では、来年の干支にち
なんだ信楽焼の「いぬ
年親子キップ」を販売
しています。
　切符には、化粧まわ
しをつけた犬や今年導
入した新型車両が描か
れ、切符１枚で親子２
人が信楽駅－貴生川駅
間を往復乗車いただけ
ます。
　壁飾りとしても使用
いただけますので、新
年の飾りとしてもご利
用ください。
価　格　1,380円／枚
※ 信楽駅－貴生川駅間の大人と子ども各１人分

の往復乗車券を含みます。
購 入方法　信楽駅またはSKRホームページから

購入できます（URL http://koka-skr.co.jp/）。
問合先　信楽高原鐵道（株）（☎0748－82－3391）

　ゆったりとした館内には、ミストサウナや
ジェットバスを備えた大浴場のほか、大山田で発
見されたワニやゾウの足跡化石を模した露天風
呂、木製の酒樽風呂など、ユニークなお風呂を備え
ています。お湯は無色透明で肌に優しく、アトピー
性皮膚炎や切り傷、神経痛などに効能があります。
　また、こんにゃくやパンの手作り体験も開催し
ています。ぜひ、お越しください。
営業時間　午前10時～午後９時（受付は午後８時30分まで）
休業日　火曜日
※祝日の場合は営業（別途、振替休業日あり）
ところ　伊賀市上阿波2953
入浴料　800円（70歳以上…650円、13歳未満…400円）
アクセス　名阪国道「壬生野IC」から車で約25分
問合先　伊賀の国大山田温泉 さるびの（ 0120－46－0268）

＜

最
優
秀
賞
作
品＞
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 民事調停の５つの特徴 
①手続きが簡単
　 申立書の作成は簡単で、手続き

の案内もしています。
②費用が安い
　 例えば、10万円の代金を請求す

る場合にかかる費用は、手数料
500円と必要な郵便料金です。

③解決が早い
　 多くの事件が、申し立てから３

カ月以内に終了しています。
④ 裁判官と調停委員が間に入った

話し合い
　 法律的な問題や専門的な問題も、

当事者と一緒に解決を目指しま
す。

⑤判決と同じ効果
　 調停が成立した内容は、強制執

行ができる場合もあります。
※ 民事調停について詳しくは、裁判

所ホームページをご覧ください。
裁判所　民事調停

上できなくなることから、PCBを
含む電気機器等が使用または保管
されていないかをご確認ください。
※ PCBを含む電気機器等の確認方

法、処分期間、保管・処分に向け
た手続きなどは、環境省ホーム
ページ（PCB早期処理情報サイ
ト）をご覧ください。
環境省　PCB　早期処理

民事調停をご存じですか？
津地方裁判所事務局総務課
庶務係（☎059－226－4172）

　民事調停とは、裁判のように勝
ち負けを決めるのではなく、話し
合いで問題の解決を図る裁判所の
手続きです。
　「取引先に代金を払ってもらい
たい」「敷金を返してもらいたい」

「隣に静かにしてほしい」などのト
ラブルでお困りの人は、一度、民事
調停を利用してみませんか？

あいあい
温泉施設の臨時休業

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

　温泉施設のポンプ取替修繕のた
め、あいあいの白鳥の湯、足湯、温
泉スタンドを臨時休業します。
休業期間
　12月18日（月）～21日（木）

関文化交流センターの使用
許可申請期間を変更します

市民文化部地域づくり支援室
（☎84－5007）

　関文化交流センター（関町泉ヶ
丘1011－1　☎96－1201）を使用す
る際の申請期間を平成30年１月１
日から変更します。
変更後の申請期間　
　使用しようとする日の
　６カ月前から前日まで
※変更前は30日前から前日まで

まずは確認を！
PCB廃棄物の

処理期限が迫っています
（公財）産業廃棄物処理事業振興
財団（ 0120－985－007［平日の
午前10時～午後５時・平成30年
３月30日まで］）
　ビルや工場などの蛍光灯や水銀
灯などの照明器具の安定器、電源
設備等の変圧器やコンデンサーに
は、ポリ塩化ビフェニル（PCB）が
使用されている可能性があります。
　PCBを含む電気機器等は、早い
ものでは平成33年３月31日までが
処分期間となります。この処分期
間を過ぎると処分することが事実

問合先 教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

ところ　市文化会館大ホール
対�象者　平成９年４月２日から平成 10年４月１日�
までに生まれた人で、市内在住または以前に在住
していて、出席を希望する人

※�学校や仕事などの都合により、市外へ住民票を異
動している人で出席を希望する場合は、当日受付
を設けますので、直接会場へお越しください。

※当日は家族席も用意しています。
　（席数に限りあり）

１月７日（日）午後２時～
　　　　　　����※受付は午後１時 20分～祝 

成
人
式
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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

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

～おう吐・下
げ り
痢に対処する～

11月から１月ごろまでは、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎が流行しま
す。感染力が強く、カキなどの二枚貝の生食、ウイルスに汚染された食品や調
理器具、感染者のおう吐物や便などからも感染します。感染すると、おう吐、下
痢、腹痛、発熱などの症状が1日～3日程度持続します。

●おう吐・下痢のつらい症状の対処法は？
　通常は、水、塩、砂糖を含む飲料の摂取で症状は少しずつ良くなります。薬局な
どで販売されている「経口補水液」という飲料を、チビチビと少しずつ飲むことが
勧められます。おう吐した直後は、吐き気が強いため、１時間程度は飲水を中断し
てから、水分摂取を再開しましょう。固形物で下痢を良くする特別な食べ物はあ
りませんので、症状がつらい間は経口補水液を中心にとれば、固形物は不要です。

●以下の徴候がある場合はかかりつけ医など医療機関への相談をお勧めします
　おう吐や下痢の症状以外に、口の乾燥やこむらがえり、立ちくらみ、尿が５時
間以上出ない、尿が暗い茶色をしているなどの場合は脱水の徴候があります。
ほかに、便の色が赤や黒になっていたり、38.5度以上の発熱が持続したり、おう吐
や下痢の症状が48時間以上続く場合は、医療機関への相談をお勧めします。

●感染の広がりを防ぐには？
　手洗いが効果的です。水と石けんで15秒～30秒かけて、指先や手首まで洗うよ
うにします。感染した人が周囲にいる場合は、タオルを分けるようにしましょう。
　年末の忙しい時期に体調を崩さないように対処して、冬を乗り切りましょう。

車両内部の公開
　12月11日（月）～13日（水）
　午前９時～正午、午後１時～４時
※�内部公開を希望する人は、事前に財務部契約
管財室へ連絡し、日程調整をしてください。

入札・開札
と　き　12月26日（火）午後２時～
ところ　市役所３階大会議室

問合先 財務部契約管財室 （☎84－5025）

公用車を売却します
　市では、使用しなくなった公用車（マイクロバスなど）を入札によって売却します。

車　名 初年度登録 走行距離 乗車定員 最低売却価格（税抜き）
ニッサン　キャラバン 平成３年５月 103,222km 10人 30,000 円
トヨタ　コースター 平成８年１月 263,720km 29人 500,000 円
ニッサン　シビリアン 平成 10年５月 64,370km 29人 200,000 円
（最低売却価格にはリサイクル料金は含みません・すべて車検は切れています）
売�却方法　制限付き一般競争入札（最低売却価格以上の
金額で最高金額の入札をした人が落札となる）
入�札参加資格　市内に住所を有する個人または事務所を
有する法人（市税等に滞納がないことなどの条件あり）
申込期間　12月１日（金）～15日（金）（土・日曜日は除く）
申�込方法　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。
※申込書は市ホームページからもダウンロードできます。
※�詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、財務部
契約管財室へお問い合わせください。
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図書館の新刊雑誌カバーに広告を載せてみませんか？
　市立図書館では、雑誌コーナーに並べられている新刊雑誌のス
ポンサーになっていただける企業・団体・個人事業主などを募集し
ています。年間購入費用を負担していただいた雑誌の最新号のカ
バー（表裏面）、雑誌棚などに広告主や広告を掲載するものです。

は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　１月11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
相談料　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。

参加費　500円
持 ち物　米100g、三角きん、エプロ

ン、ふきん１枚、筆記用具
申込期間
　12月４日（月）～11日（月）
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。

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

　専門医が相談に応じます。秘密

各種検診・教室
健康づくりのための料理講習会

～正月料理～
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

　市食生活改善推進協議会による
料理教室を開催します。
と　き　12月15日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
対象者　市内に住所を有する人
定　員　20人（先着順）

市立図書館（☎82－0542）　関図書室（☎96－1036）

おはなしの会
12月２日（土） 午後２時～　市立図書館（児童室）
12月13日（水） 午後３時～　関文化交流センター（和室）
マミーズの大人による大人のための読み聞かせ
12月２日（土） 午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会
12月６日（水） 午後３時～　関文化交流センター（研修室）
クリスマス会
12月23日（祝） 午後１時～　市立図書館（児童室）
休館日
●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）、29日（金）～１月４日（木）
●関図書室…毎週月曜日、22日（金）、29日（金）～１月４日（木）
テレホン童話　☎83－0

お は な し
874（３分間の創作童話）

12月１日～15日　雪だよ　（中村陽子）
12月16日～31日　おじさんガエルのとうみん　（前岨良枝）

12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

雑誌のスポンサー　亀山市立図書館

＜広告表示イメージ＞

スポンサー名

雑誌カバー（表） 雑誌カバー（裏）

A4用紙サイズの
広告チラシ

12月の納期
（納期限・口座振替日）

12月25日（月）

１月４日（木）

固定資産税・都市計画税�第３期
国民健康保険税　　　　�第６期
介護保険料　　　　　　�第５期

後期高齢者医療保険料　�第６期

市税などの納付は
便利で確実な口座振替を！
　市税などの納付は、口座から
自動的に納付できる口座振替
をご利用ください。納期ごとに
納める手間も省け、うっかり納
め忘れることもありません。
　手続きは、市役所や取扱金融
機関で行うことができます。
対象税目
　�固定資産税・都市計画税、軽
自動車税、市民税（普通徴収）、
国民健康保険税など

問合先 財務部納税室
（☎84－5009）
市民文化部保険年金室
（☎84－5006）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ・12月の催し
・お知らせ　　　　歴史博物館（☎83－3000）

＜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
※第３日曜日（家庭の日）は無料

　亀山市歴史博物館・斎宮歴史博物館（明和町）・鈴鹿市考
古博物館によるシンポジウムを開催！
　日本古代史上、重要な遺跡である鈴鹿関（関町新所）、
鈴鹿関を管理する伊勢国府（鈴鹿市）、鈴鹿関と同じ時代
に斎王の住んだ宮と役所である斎宮（明和町）をとりあげ
ます。それぞれに大きく関わった聖武天皇をキーワード
に、３カ所の遺跡からみた古代の三重の姿を考えます。

　▲
　木下古墳発掘
　調査風景

▲太岡寺古墳群
　事前調査風景

報告１ 「鈴鹿関と日本古代史」（亀山市歴史博物館　中川由莉）
報告２ 「斎宮跡の発掘成果と整備」（斎宮歴史博物館　宮原佑治さん）
報告３ 「伊勢国府の発掘調査とその成果」（鈴鹿市文化財課　新田剛さん）
シンポジウム 「鈴鹿関・伊勢国府・斎宮と聖武天皇」
　(司会：斎宮歴史博物館　榎村寛之さん、パネリスト参加：亀山市まちなみ文化財室　山口昌直)
申込方法　 歴史博物館へ電話でお申し込みください。または、ファクス（FAX83－3334）で、住所、氏名

（ふりがな付き・２人まで）、電話番号を明記の上、お申し込みください。
※参加者は、開催日の午後５時から６時まで、歴史博物館の常設展示室を無料で案内します。

　歴史博物館では、来年度春季の企画展示に向けて、県立
亀山高校にあった「郷土研究会（通称：郷土史クラブ）」につい
て調べています。クラブ活動に関する情報をお持ちの人は、
歴史博物館へ情報をお寄せください。
集めている情報
　クラブ活動の写真、文化祭展示の様子、活動時のメモなど

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、11月27日（月）～12月１日（金）
（展示撤収のため）、12月25日（月）～１月３日（水）
（館内整理および年末年始のため）

シンポジウム
斎宮と古代の三重「鈴鹿関・伊勢国府・斎宮」

1月27日（土）
午後１時30分～４時30分
青少年研修センター１階集会場

参加費
無料

定員100人
（先着順）

申込期限
1月19日（金）

情報をお聞かせください！
県立亀山高校「郷土史クラブ」について
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介護予防教室
～認知症予防について～

（福）安全福祉会
（☎83－1294）

と 　き　12月の毎週木曜日（12月
７日、14日、21日、28日）

※いずれも午後１時30分～３時
ところ　特別養護老人ホーム
　　　　安全の里（住山町590－1）
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
※１回からでも参加できます。
持ち物など
　上履き、動きやすい服装
申 込方法　各開催日までに、（福）

安全福祉会へ電話でお申し込み
ください。

レッツゴー五つ星
～五つの健康（身体・頭・心・栄養・

仲間づくり）で元気はつらつ！～
亀山老人保健施設（☎83－5921）

　『五つ』の健康体操を、皆さんで
楽しく行います。
と 　き　12月の毎週水曜日（12月

６日、13日、20日、27日）
※いずれも午前10時～11時30分
ところ　亀山老人保健施設１階
　　　　（羽若町645－14）
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
※材料費などの実費は自己負担
※１回からでも参加できます。
※申し込みは不要です。
持ち物など　上履き、動きやすい服装

心とカラダのヨーガ
（公財）亀山市地域社会振興会

（スポーツ研修センター　☎82－9092）
　初めての人から少し経験がある
人までを対象にしたヨガ教室を開
催します。気持ちよく汗を流しま
しょう。
と 　き　１月12日～３月23日の

毎週金曜日（２月９日は除く全
10回）

時間（いずれかを選択）

▽午前９時30分～10時30分

▽午前11時～正午
と ころ　スポーツ研修センター
（西野公園内）和室

定　員　各20人（先着順）
受 講料　5,000円（スポーツ保険料、

会場使用料を含む）
持 ち物など　飲み物、ヨガマット

またはバスタオル、ひざ掛け、
動きやすい服装

申込開始日　12月５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。

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『江戸を造った男』
伊東　潤／著
朝日新聞出版（2016年９月刊）
　伊勢の貧農に生まれた七兵衛（後の
河村瑞賢）は、江戸で材木商として財を築
く。その後、幕府にその才能を見込まれ、
江戸経済の基である東廻り・西廻り航路な
どインフラ整備をはじめ、公共事業に生涯
をかける。来年は河村瑞賢、生誕400年。

『物流大激突』
角井亮一／著
SBクリエイティブ（2017年６月刊）
　ネット通販の急拡大により、物流

（宅配）ビジネスのスピードアップ・送
料無料化など、サービス競争が限界
に達してきた。深刻なドライバー不足
や再配達問題といった課題を解き、
これからの物流業界の未来を問う。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●肉弾／河﨑秋子
●転生の魔／笠井潔
●武者始め／宮本昌孝
●酒が仇

かたき

と思えども／中島要
●運命と復讐／ローレン・グロフ
●ぼくのこと／長田真作
●やもじろうとはりきち／降

ふ り や

矢なな
●ちゃめひめさまとペピーノおうじ
　／たかどのほうこ
●こなものがっこう／塚本やすし
●イスラム世界 やさしいQ＆A ／岩永尚子
●日本の城事典／千田嘉博
●やさしくわかる目の病気／小

こ ざ わ

沢忠彦
●小さな平屋に暮らす。／山田きみえ
●手作り愛犬ごはん／小林豊和
●小説の言葉尻をとらえたみた
　／飯間浩明

ほか397冊
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※（　）内は前年同期比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成29年交通事故発生状況
（10月末時点・亀山署管内）

102件（＋14） 1人（＋1） 137人（＋19） 1,149件（＋19）

亀山警察署（☎82－0110）

年末の交通安全県民運動
期　間
　12月１日（金）～10日（日）の10日間
運動の重点
①子どもと高齢者の交通事故防止（特に、夕暮れ時と
　夜間の歩行中・自転車乗用中の交通安全対策の推進）
②横断歩道における歩行者優先の徹底
③すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの
　正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

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

※ 勤務日数や勤務時間によっては
雇用保険のみの加入となります。

募 集期間　12月１日（金）～15日
（金）（土・日曜日は除く）

※ 郵送による申し込みは、12月15
日（金）必着

応 募方法　企画総務部人事情報室
（〒519－0195　 本 丸 町577）へ
履歴書を持参または郵送して
ください。

※ パソコンなどを使用できる人は、
その旨も記載してください。

※応募者については面接を実施
　 （１月14日（日）  市役所３階
　理事者控室）

小・中学校
外国人児童生徒支援員の募集

教育委員会教育研究室
（☎84－5077）

募集人数　13人程度
業 務内容　児童・生徒の学習支援、

保護者の相談・対応、通信等の
翻訳、通訳など

応 募資格　ポルトガル語、スペイ
ン語、タガログ語、英語のうち
１つ、または複数の言語に堪能
な人

任用期間　平成30年４月２日～
　平成31年３月31日
勤 務時間　原則として午前８時30

分から、3.5時間～6.5時間程度
勤務日数　原則として月５日以上
勤 務場所　市内小・中学校（教育委

員会、市内幼稚園を含む）
賃　金　時間給1,250円（予定）
募集期限
　平成30年１月５日（金）必着
応 募方法　教育委員会教育研究室
（〒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
　（１月12日（金）  市役所）

募　集
平成30年度 非常勤職員の募集

企画総務部人事情報室
（☎84－5031）

職　種　事務補助員（非常勤）
業 務内容　受付業務、電算入力業

務、書類整理の事務補助など
※ 状況に応じて、ほかの職種を案

内する場合があります。
登 録期間　平成30年４月１日～

平成31年３月31日
任 用期間　１年以内（職場によっ

ては更新を行います）
勤 務時間　原則として午前８時

30分～午後５時15分（７時間45
分以内）

勤 務日数　月平均17日以内（土・
日曜日、祝日、年末年始は休み）

※ 職場によっては土・日曜日など
の勤務もあります。

勤 務場所　市役所、教育委員会、
そのほか市の関係機関

賃　金　時間給830円（予定）
交通費
　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

うたごえ喫茶「きぼう」
～健康・長生きへの第一歩～

野村きぼう苑（☎84－7888）
　うたごえは脳の活性化を促し、気
持ちを高揚させます。お茶や会話を
楽しみながら、ピアノ、ギターの伴
奏に合わせて、懐かしい唱歌、歌謡
曲などを皆さんで歌いましょう。
と 　き　12月８日（金）、19日（火）、

26日（火）
※いずれも午後１時30分～３時
と ころ　野村地区コミュニティ

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
※１回からでも参加できます。
申 込方法　各開催日までに、野村

きぼう苑へ電話でお申し込みく
ださい。
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講 　師　浜松学院大学短期大学部
幼児教育科准教授・臨床心理士
志村浩二さん

内　容

▽志村浩二さんによる講演

▽  パネルディスカッション～それぞ
れの立場から兄弟姉妹を考える～

　コメンテーター…志村浩二さん
　 パネラー…市子ども支援室職

員、ぽっかぽかの会保護者
参加費　1,000円（会員は無料）
※ 希望者は講演会終了後に講師と

お弁当を食べながらの談話会
（昼食・飲み物代として650円が
別途必要）

託 　児　１人500円（定員10人・先
着順、講演会のみ）

申 込方法　住所、氏名、電話番号、
お子さんの年齢（学年）を明記

（講師との昼食、託児を希望する
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、

☎83－3105［午前９時～午後３時］、
y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

ミニ門松作り 参加者募集
と　き　12月23日（祝）
　　　　午後１時～４時
と ころ　
　関町北部ふれあい交流センター
参加費　１個500円（材料費）
申込期限
　12月12日（日） 午後３時
申 込方法　町名、氏名、電話番号、門

松の数（１個か２個）を明記の上、
ファクスまたは関支所、あいあ
い、市民協働センター「みらい」、
関町北部ふれあい交流センター
にある受付箱にお入れください。

申込・問合先　亀山おもちゃの病院
　 （植田　☎・FAX［共通］82－5667、

不破　FAX96－2532）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

亀山市吹奏楽団 クリスマス募金
スペシャルコンサート2017

　ハンドベル（坂下地区ハンドベ
ル）やコーラス隊（親子コーラス隊
チロル）とともに、たくさんのクリ
スマスソングをお送りします。ぜ
ひ、皆さんでお越しください。
と　き　12月10日（日）
　　　　午後２時～
※開場は午後１時30分～
と ころ　市文化会館中央コミュニ

ティセンター
入場料　無料
問合先　亀山市吹奏楽団
　（畠山　☎090－8073－4528）

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①12月21日（木）
　　　　②１月18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志賀直哉と亀山
　（語り部　大辻典子さん）
②ガイドお助け私家版語彙集その６
　（語り部　寺山昭さん）
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）

ぽっかぽかの会 講演会
と　き　12月23日（祝）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階大会議室
題 　目　同胞（兄弟姉妹）葛藤性障

がいと親の立ち位置 ～一般的
な兄弟姉妹の親を巡る心理的な
課題から、障がいを持つ兄弟姉
妹について～

12月１日（金）～７日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　 「人権週間とヒューマンフェスタ 

in 亀山」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー
　「みずきが丘道伯幼稚園③」
12月８日（金）～14日（木）

●ウイークリーかめやま
●『住めば、ゆうゆう。』特集
　「心地よい、加太の亀山ぐらし」
●かめやま健康体操
●エンドコーナー
　「みずきが丘道伯幼稚園④」

※ 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。

平成30年度
三重中央医療センター附属

三重中央看護学校
一般入学試験 受験生募集

三重中央医療センター附属三重
中央看護学校（☎059－259－1177、
FAX059－259－1170）
願 書受付期間　12月４日（月）～１

月４日（木）必着
試験日　１月11日（木）
※ 募集要項と願書の請求は、電話

でお申し込みください。または、
ファクス、Ｅメール（ miechuo

　 @ztv.ne.jp）で、「募集要項請求」
と明示の上、住所、氏名、電話
番号を記入してお申し込みくだ
さい。
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