
注�意事項　当日の午前８時30分か
ら10時30分まで、関郵便局周辺
の道路が通行止めになります。
ご理解とご協力をお願いします。

もよおし
関宿のまちなみで

消防訓練を実施します
亀山消防署関分署（☎96－1780）
　第７回亀山市関宿伝統的建造物
群保存地区消防訓練を実施します。
　消防の火災防ぎょ訓練、自治会
員の避難訓練や初期消火訓練を行
います。ぜひ、ご参観ください。
と　き　２月17日（土）
　　　　午前９時～10時
ところ　関郵便局周辺（関町中町）

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
甲伊賀上野・城下町のおひなさん

～城下町をおひなさんで彩る～
陶器のまちのおひなさん
～信楽焼のひな人形作り～

　窯元が並ぶ信楽では、３月３日の桃の節句に
向けて、信楽焼のひな人形作りが進んでいます。
　人形は、職人の手で作り上げるため、一体一体
に個性豊かな表情をもったおひなさまに仕上
がっています。
　工房などに並ぶかわいいおひなさまの中から
お気に入りを見つけに、陶器のまち信楽へ、ぜひ
お越しください。
ところ　�信楽まちなかの窯元散策路内の窯元や

ギャラリーなど
アクセス　信楽高原鐵道「信楽駅」から徒歩約10分
問合先　信楽伝統産業会館（☎0748－82－2345）

　「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、国史跡旧崇広堂には、伊賀焼で作られ
たおひなさん約200点と伊賀くみひもで作られたおひな
さん約10点を展示します。
　「食べる」では、雛見茶会のほか、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17日（土）～３月３日（土）
ところ　伊賀市上野本町通り周辺
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）

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
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15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。

【職人の手で丹精込めて作られた信楽焼のひな人形】
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と話し合いませんか？また、介護
経験者としての体験談をもとに、
意見交換などを行いましょう。
と　き　２月22日（木）
　　　　午前10時～11時30分
ところ　あいあい生きがい工作室
対�象者　高齢者を在宅で介護して
いる男性、介護経験のある男性
定　員　10人程度
参加費　無料
申�込方法　亀山地域包括支援セン
ター「きずな」へ電話または直接
お申し込みください。

平成29年度中央公民館講座
成果発表展

中央公民館（☎83－5300）
　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、中央公民館講座の様子
を写真展示します。
※�来年度（平成30年度）に開催予定
の講座の紹介も行います。

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　２月20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。

男性介護者のつどい
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

　日頃の介護の悩みや苦労など、
一人で悩まず、分かち合える仲間

と　き

▽２月17日（土）
　午前10時～午後４時30分

▽２月18日（日）
　午前10時～午後３時30分
ところ
　青少年研修センター１階集会場

第38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・徳田　☎96－0115）
　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３日（土）～５日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※５日（月）は午後４時まで
ところ　亀山ショッピングセンター
　エコー１階催事場
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東海道のおひなさま 亀山宿・関宿
２月10日（土）～３月４日（日）

２月10日（土） 午前10時～
●オープニングイベント（箏演奏）
　関　宿…足湯交流施設
●ぜんざいふるまい（先着各100人）
　亀山宿…旧舘家住宅・市民協働センター「みらい」
　関　宿…足湯交流施設
２月12日（振休）
●かめまるLevel.11 in 関宿（午前９時30分～午後３時）
　関　宿…東海道関宿一帯
　食べ物・雑貨・体験などのブースが出店
●絵手紙講座（午前10時～午後２時）
　関　宿…旧落合家住宅
　参加費　無料（申込不要・随時受付）
２月17日（土）
●春の寄せ植え講座
　亀山宿…城西地区コミュニティセンター（午前10時～）
　関　宿…関まちなみ文化センター（午後１時30分～）
　材料費　1,000円（要申込・先着各30人）

２月25日（日）
●ねんど細工講座
　亀山宿…市民協働センター「みらい」（午前10時～）
　参加費　1,000円（要申込・先着20人）
●つるし雛講座
　関　宿…足湯交流施設（午前10時～/午後１時～）
　参加費　500円（要申込・先着各20人）
３月３日（土） 午前10時～
●関宿ひなまつり市（関宿一帯）
　おひなさまを見ながら特産品などのお買い物を
　お楽しみください（地元商店での買い物や飲食
　で特典があります）
●甘酒ふるまい
　関　宿…伊藤本陣跡
●着物を着ておひなさま巡り（呈茶券を進呈）
　着物を着てお越しいただいた人に呈茶券を進呈。
　着物を持参された人は無料で着付けをします。
　関　宿…足湯交流施設（午前10時～午後２時）

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）

すてきな商品が当たる「手形スタンプラリー」も開催（３月４日（日）正午まで）！



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

　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）

　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25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
※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

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
（☎090－8422－4909、FAX82－5285）
　ストーンをマットの上で滑らせ、
中心のサークルに近づけます。皆
さんで楽しく競い合いましょう！
と　き　２月25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18日（日）
申�込方法　チーム名、チーム全員
の住所・氏名・年齢・電話番号を
明記の上、亀山市レクリエー
ション協会へファクスまたは郵
送（〒519－0121　江ケ室一丁目
1－19　小林�茂）でお申し込み
ください。

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
（☎059－387－5667）

　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、次のとおり無料相談会を
開催します。
と　き　２月18日（日）
　　　　午前９時30分～正午
※受付は午前11時30分まで
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　相続・遺言、不動産、会
社の登記、金銭トラブル等の身
近な法律問題、成年後見など
相談料　無料
※申し込みは不要です。

市立図書館（☎82－0542）　関図書室（☎96－1036）

おはなしの会
２月14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
２月３日（土） 午後３時～　市立図書館（児童室）
子どもアニメ上映会
２月７日（水） 午後３時～　関文化交流センター（研修室）
キャラバンカー見学・おはなし会（本とあそぼう全国訪問おはなし隊）
２月11日（日） 午前10時30分～　市立図書館（駐車場・児童室）
休館日
●市立図書館…毎週火曜日、23日（金）
●関図書室… ５日（月）、13日（火）、19日（月）、23日（金）、26日（月）

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

＜市立図書館内に飲食スペースを設置しました＞

＜ピンクのキャラバンカーがやってくる！＞

　市立図書館内に、水分補給や昼食休憩
用の飲食スペースを設置しました。ご利
用にあたり、飲食のゴミは自身で必ずお
持ち帰りください。

　２月11日（日）に、本とあそぼう全国訪
問おはなし隊のキャラバンカー（移動図
書館）が多くの絵本を載せてやってきま
す。キャラバンカーの自由観覧のあとは、
おはなし会（読み聞かせ）も開催します！
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（土・日曜日、祝日は除く）
縦�覧場所　建設部上下水道局下水
道室（関支所２階）

児童手当等を振り込みます
市民文化部保険年金室
（☎84－5005）

　平成29年10月から平成30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５日（月）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。

公社所有地売り払い
亀山市土地開発公社（☎84－5045）
　亀山市土地開発公社では、次の
所有地を一般競争入札（期間入札）
により売り払います。購入を希望
する人は入札に参加してください。
物　件
　所在…亀山市みどり町1番165
　地目…雑種地
　実測面積…463.26㎡
参�加資格　個人および法人で、次
のいずれにも該当しない人

お知らせ
タクシー料金助成券（タクシー券）
協力事業者が増えました
健康福祉部長寿健康づくり室（あ
いあい　☎84－3312）・地域福祉室
（あいあい　☎84－3313）
　福祉タクシー一歩（四日市市　
☎090－6589－3315）で、タクシー
料金助成券（タクシー券）を利用で
きるようになりました。
　75歳以上の人や重度障がい者
（燃料費助成などを受けていない
人）で、一般タクシーの利用が難し
い人にご利用いただけます。

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）
　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　事業計画緒元の変更
縦�覧期間　２月９日（金）～23日（金）

▽ �一般競争入札に係る契約を締結
する能力を有しない人

▽ �破産手続開始の決定を受けて復
権を得ない人

▽ �暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律（平成３年法
律第77号）第32条第１項各号に
掲げる人

▽ �市町村民税・法人市町村民税に
滞納がある人
受付期間　２月13日（火）～23日（金）
入札書届出場所　
　�亀山市土地開発公社（市役所２階
建設部用地管理室内）
最低売却価格　12,000,000円
※�売却価格の３％の事務費が別途
必要です。
入札保証金　
　入札額の100分の５以上
契約保証金　
　契約金額の100分の10以上
開札日　２月27日（火）�午前10時～
ところ　市役所３階理事者控室
※�入札方法など詳しくは、亀山市
土地開発公社に備え付けの説明
資料をご覧ください。
資料配布　２月１日（木）～

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ２月の催し　　　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。

＜歴史講座①＞
「鈴鹿関と伊勢国」
と　き　２月25日（日） 午後１時30分～３時
内�　容　鈴鹿関を管轄した伊勢国府。国内を通る

東海道と伊勢国府・鈴鹿関、さらには駅家との関
係をお話しします。
講　師　中川由莉（当館学芸員）

ところ　歴史博物館講義室　　定　員　各40人（先着順）　　受講料　無料
申込期間　２月１日（木）から各講座の開催日前日まで
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

＜歴史講座②＞
「旧田中家住宅から見つかった�古文書を紐解いたら…」
と　き　３月11日（日） 午後１時30分～３時
内�　容　旧田中家住宅（関町新所）から見つかっ

た多くの古文書から、田中家の歴史や新たに分
かったこの地域の様子をご紹介します。
講　師　澤田ゆう子（当館学芸員）

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

共通
事項
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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）

22月月

●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19日（月）～23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　プール施設の改修工事期間中は使用できません。

曜日 午前 午後 夜間
月

西野公園体育館の
改修工事期間中は
使用できません。 

火
水
木
金
土
日

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
午　後 13:00 ～ 17:30
夜　間 18:00 ～ 21:30

一　般 100 円
中学生以下   50 円

　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。

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

※�応募者多数の場合は、初めて参
加する人を優先します。
教材費　月額1,000円
申込期限　３月15日（木）
申�込方法　亀山地域包括支援セン
ター「きずな」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（予約
制）。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１日（木）　
　　　　午後１時30分～３時30分
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。

脳の健康教室
～認知症を予防する教室～
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

　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６日～９月28日の毎
週金曜日（５月４日、８月17日は
除く全24回）�午前10時10分～11
時20分（４月６日は午前10時10
分～11時40分）
ところ　あいあい２階大会議室
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
対�象者　市内に住所を有する65歳
以上の人
定　員　20人
※事前に簡単な聞き取りなどを実施

各種検診・教室
骨粗しょう症検診

（集団検診）の再募集
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

　平成29年度の骨粗しょう症検診
の対象者で、平成29年４月以降ま
だ検診を受けていない人に再募集
のお知らせです。
と　き
　３月６日（火）�午前または午後
受�付時間　

▽午前の部…午前９時～

▽午後の部…午後０時30分～
ところ　あいあい
対�象者　平成29年度中に40歳・45
歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳
になる女性
定　員　午前・午後ともに各50人
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。
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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。

メタボリック解消セミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　体組成測定器を使って、体脂肪
量、筋肉量、骨量などを計測します。
自身の体の状態を把握し、効率の
良い運動法を学びませんか？
と　き　２月19日（月）

▽第１部…午前10時～11時30分

▽第２部…午後１時～２時30分
※いずれか都合の良い時間を選択
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各20人（先着順）
参加費　500円
申込開始日　２月１日（木）

かめやまげんきっこ育成事業
第２回運動あそび講座
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

　０歳～２歳の乳幼児期は、親子で
体を動かして遊ぶことが、心身の健
全な成長にとても大切です。お子さ
んと運動あそびを通じて、楽しいひ
とときを過ごしませんか？
と　き　３月５日（月）
①午前10時～11時30分
　（１歳～２歳11カ月が対象）
②午後２時～３時30分
　（４カ月～１歳の歩行前が対象）
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあいっこ）
内�　容　親子のふれあいあそび、
運動あそび
講�　師　乳幼児運動指導者、子育
てアドバイザー（元NHK教育テ
レビ「育児カレンダー」運動あそ
び担当）�小峯弘子さん
対�象者　市内在住の４カ月～２歳
11カ月の乳幼児とその保護者
　（親子で参加）
定　員　各回30組（先着順）
参加費　無料
申込期間　２月１日（木）～16日（金）
申�込方法　亀山子育て支援セン
ターへ電話または直接お申し込
みください。
※�対象年齢外の子の託児を希望す
る人は、申込時にお伝えください。
そ�の他　当日は一般の施設利用は
できません。

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）

　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23日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
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）

申�込方法　参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接（午
前９時～午後５時）お申し込み
ださい（申込時に測定を実施）。

認知症・介護予防体操教室
～希望をもって元気に生きる～
野村きぼう苑（☎84－7888）

と　き　２月７日（水）
　　　　午前10時～11時30分
と�ころ　野村地区コミュニティ
センター
内　容　健康体操（セラバンド体操）
※�セラバンド（ゴム製のトレーニン
グ用バンド）は主催者側で準備
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。
持ち物など　上履き、動きやすい服装
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長期休暇子どもの居場所事業（春休み）利用者を募集！

保護者が就労などの理由により、家庭で見守ることができない小学
生のお子さんを対象に、春休み期間中の居場所づくりを行います。
と　き　３月24日（土）～４月５日（木） 午前８時～午後７時
※日曜日は除く
※４月に入学する人・３月に卒業する人は利用期間が異なります。
ところ　青少年研修センター２階和室
対象者　市内に在住する小学生
定　員　15人程度（申込者多数の場合は、申込書を審査の上で抽選）
料　金　下表のとおり（そのほか、行事費用などの実費が必要）

申込期限　２月９日（金）必着
申込方法　健康福祉部子ども総合センター子ども家庭室へ、必要書類

を添えて申込書を提出してください。
※ 申込書などは子ども家庭室

にあります。また、市ホー
ムページ（子ども家庭室の
ページ）からもダウンロー
ドできます。

※ 募集内容について詳しく
は、市ホームページをご覧
いただくか、子ども家庭室
へお問い合わせください。

3月24日（土）～31日（土） ４月２日（月）～５日（木） 料金（定額）
４月入学の人 利用できません 利用可 4,000円
４月から２～６年生の人 利用可 利用可 11,000円
３月卒業の人 利用可 利用できません 7,000円

＜今後の事業予定＞
期　間 募集定員（人）

平成30年度
夏休み 40
冬休み 20
春休み 20

平成31年度 夏休み 50
冬休み 30
春休み 30平成32年度

健康福祉部子ども総合センタ－子ども家庭室（あいあい�☎84－3315）



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

対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持ち物など
　タオル、動きやすい服

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　２月の毎週水曜日（２月
７日、14日、21日、28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

※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。

関いきいき教室
～介護予防に関する講話や

体操、レクリエーションなど～
華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

と　き　２月の毎週火曜日

▽２月６日、20日…リラックス体操

▽２月13日、27日…アクティブ体操
※いずれも午前10時～11時30分
※１人につき月２回まで参加可
ところ　健康づくり関センター
内�　容　前半は介護予防体操、後
半は週によって講話やレクリ
エーションなど

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、民謡などを皆さんで歌い
ましょう。
と�　き　２月９日（金）、20日（火）、
27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。

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　２月の毎週木曜日（２月
１日、８日、15日、22日）

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『ショートショート列車』
田丸雅智／著
キノブックス（2016年11月刊）
　気鋭のショートショート作家と
人気イラストレーターが全国47都
道府県の名所・名産から紡いだ不思
議なお話を収録。紙面で小旅行気分
に浸れる作品集。

『なるほど！育じい道』
石蔵文信／著
講談社（2016年６月刊）
　通働くママの育児問題は深刻化
するばかり。その救世主となるべく
育児術を指南。子育て初体験の中高
年の男性でも楽しみながら育児を
手伝えるヒントを満載。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●鍼灸日和／未上夕二
●皇帝と拳銃と／倉知淳
●そのバケツでは水がくめない／飛鳥井千

ち

砂
さ

●少数株主／牛島信
●ソバニイルヨ／喜多川泰

●繕い屋の娘カヤ／曄
よ う だ

田依子
●チンアナゴ３きょうだい／葦原かも
●動物たちは、お医者さん！
　／アンジー・トリウス
●かくれんぼ／種村有希子
●あかいふうせん／山田和明

●０円で生きる／鶴見済
わたる

●Theハワイアンスイーツ＆デリ
　／藤沢セリカ
●常識の「社会科力」1354 ／西

せいとう

東社編集部
●小屋大全／西野弘章
●#腹筋女子／山崎麻央

ほか384冊
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　病気や障がいがある人に、住み慣れた地域や自
宅でその人らしい生活が送れるよう支援するこ
とを目的に、平成30年４月に市立医療センター
内に訪問看護ステーションを開設します。
　今回、市民の皆さんに訪問看護ステーションに
ついて関心を持ってもらい、在宅医療への理解を
高めてもらう機会となるよう、訪問看護ステー
ションの「愛称（呼び名）」を募集します。
募集期間　１月31日（水）～２月28日（水）
募集内容　「愛称（呼び名）」
※漢字、ひらがな、カタカナなどで、親しみやすく呼びやすい愛称（呼び名）を簡潔・印象的に表現してください。
応募方法
○応募用紙１枚につき１作品とし、１人２枚まで応募できます。
○作品の応募は、持参、郵送、Eメールのいずれかの方法で提出してください。
○応募用紙は、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。
　また、市役所本庁舎、関支所、市立医療センターでも配布しています。
○Eメールで応募する場合は、件名を「訪問看護ステーション「愛称（呼び名）」応募」としてください。
審査方法および結果発表
・審査および作品の決定は、平成30年３月中旬までに行います。
・ 審査結果については、採用者本人に連絡した後、広報かめやまや市立医療センターホームページなどで発表

します。また、採用された作品の応募者には、記念品を贈呈します。
応募・問合先　亀山市立医療センター事務局医事管理室（〒519－0163　亀山市亀田町466－1、
　　　　　　 ☎0595－83－0990、 ijikanri@city.kameyama.mie.jp）

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

活動内容
　間伐、下草刈り、歩道整備など
年会費

▽個人…一口�1,000円～

▽事業所…一口�20,000円～
申込期限　３月23日（金）
申�込方法　環境産業部森林林業室
へ電話または直接お申し込みく
ださい。

介護保険認定調査員［鈴鹿亀山地区
広域連合派遣］（非常勤職員）の募集
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

募集人数　１人
業�務内容　鈴鹿市・亀山市での要介護
認定調査、調査票の作成・確認業務
応募資格

▽ �介護支援専門員、保健師、看護師

募　集
亀山の森を

みんなで守りませんか？
環境産業部森林林業室
（☎84－5068）

　森林は、市民の皆さんにとって
貴重な自然資源です。
　市では、貴重な森林を守り、次世
代へ継承するため、森林づくり活
動に参加していただける個人また
は事業所を募集します。
活�動主体　鈴鹿川等源流域森

も り

林づ
くり協議会（仮称）
活動期間　平成31年度～35年度
活�動場所　かめやま会故の森、亀
山森林公園、東海自然歩道など
対�象者　市内に在住または在勤で
18歳以上の人、市内の事業所

のいずれかの資格を取得または
平成30年３月31日までに取得見
込みの人

▽ �普通自動車運転免許取得者
（AT限定可）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31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　鈴鹿亀山地区広域連合
　（鈴鹿市役所�西館３階）
賃　金　時間給1,330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14日（水）
応�募方法　健康福祉部長寿健康づ
くり室へ電話連絡の上、履歴書
を持参してください。

訪問看護ステーション「愛称（呼び名）」を募集します！

訪問看護ステーションとは？
　医師の指示に基づき、専門の
看護師等が利用者の自宅を訪
問し、その人の病状や療養生活
に応じた適切な判断に基づい
たケアとアドバイスにより、在
宅での療養生活を365日24時
間体制で支援する事業所です。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

保健師または助産師
（非常勤職員）の募集
健康福祉部長寿健康づくり室
（あいあい　☎84－3316）

募集人数　２人～３人
業�務内容　健康相談・指導、母子保
健教室や訪問の実施、窓口対応、
パソコン・事務作業など
応募資格　次のすべてに該当する人

▽ �保健師または助産師の資格を取
得または取得見込みの人

▽ �普通自動車運転免許（AT限定
可）取得者で、自ら運転して訪問
などができる人

▽ �パソコン操作（システム入力、エ
クセル・ワードなど）ができる人
任用期間　
　４月１日～平成31年３月31日
勤�務時間　午前８時30分～午後５
時15分（業務内容の都合で時間
外勤務の場合あり）
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　あいあい
賃　金　時間給1,250円
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
募集期限　２月14日（水）
応�募方法　健康福祉部長寿健康づ
くり室へ電話連絡の上、履歴書
を持参してください。

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）

�給食調理員（代替）�
募集人数　２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
賃　金　時間給840円

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）

�保健師または看護師�
募集人数　若干人
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　保健師または看護師の
資格を取得または平成30年３月
31日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
務および関係する相談支援、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30年３月31日
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（AT限定可）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31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14日（水）
応�募方法　亀山地域包括支援セ
ンター「きずな」へ電話連絡の上、
履歴書を持参してください。

�幼稚園教諭�
募集人数　１人
業務内容　幼稚園教諭（クラス担任）
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
�応接員（小学校）�
募集人数　２人
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（勤務場所により異なる場合
あり）（７時間45分）
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
共通事項
任用期間
　４月１日～平成31年３月31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（木）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。　
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トリム競技大会2018　参加者募集

　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４日（日）　
　　　　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11日（日）に延期

亀山サンシャインパーク公園管理事務所（森　☎080－2632－8840）
ところ　亀山サンシャインパーク
参加費　300円（スポーツ保険料含む）
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



２月２日（金）～８日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX「関宿の桶�桶重」
●エンドコーナー「神辺保育園①」
２月９日（金）～15日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「歴史博物館�in�亀山西小学校」
●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。

社�会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険
募�集期間　２月１日（木）～15日
（木）必着�（火曜日は休館）
応�募方法　亀山市立図書館（〒519
－0151　若山町7－20）へ履歴書
と作文を持参または郵送してく
ださい。
※�作文は、「理想の図書館職員像」
を主題として、400字程度にまと
めて提出してください（書式は
任意）。
※�応募者については面接を実施
（後日、日時などを連絡します）

子ども将棋大会
参加者募集

亀山児童センター（☎82－9460）
と　き　２月24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13日（火）～20日（火）
申�込方法　亀山児童センター（月
曜日休館）へ電話または直接お
申し込みください。

図書館図書管理員
（非常勤職員）の募集
市立図書館（☎82－0542）

募集人数　１人
業�務内容　図書館受付、他館との
相互貸借業務、本の修理や装備、
館内壁面飾りの作成と設置、文
書の発受処理、書庫整理など
応�募資格　普通自動車運転免許
　�（AT限定可）取得者で、パソコ
ン操作（データ入力や検索）がで
きる人
任用期間　
　４月１日～平成31年３月30日
勤�務時間　午前８時30分～午後
５時15分および午前10時30分
～午後７時15分（７時間45分
以内）
勤�務日数　年間240日以内、月20日
程度（土・日曜日、祝日の勤務を
含む）
※�原則として火曜日は休日、その
ほかの週休日は要相談（週休２
日以上）
勤務場所　市立図書館、関図書室
賃　金　時間給830円（予定）
通勤手当　
　通勤距離区分に応じて支給

※（　）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
（12月末時点・亀山署管内）

122件（－2） 1人（±0） 166人（＋4） 1,391件（＋17）

亀山警察署（☎82－0110）

積雪・凍結道路では冬用装備の装着を！
●冬用装備は運転者の責任です
　積雪・凍結道路を走行する場合は、スタッドレスタイヤまたはタイヤ
チェーンを装着しましょう。
●ノーマルタイヤ車両による立ち往生が発生しています
　2015年１月に、名阪国道で、ノーマルタイヤの車両が原因で約150台が
立ち往生し、２日間にわたって上下線が通行止めとなりました。
●道路の積雪・凍結には最大限の注意が必要です
　橋の上、坂道、トンネルの出口では、路面の凍結によりスリップしやすい
ので、事前の減速を心掛けましょう。

　広報かめやま１月１日号12
ページの「５．確定申告および
市・県民税申告の際に必要なも
の」、13ページの「１．給与所得控
除の見直し」の内容に一部誤り
がありました。正しくは、12ペー
ジ「個人番号確認書類（マイナン
バーカードまたは通知カード）」、
13ページ「給与所得の上限額（現
行）1,200万円以上」です。おわび
して訂正します。

おわびと訂正
財務部税務室（☎84－5011）
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２月の納期
（納期限・口座振替日）

２月 28 日（水）
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。



思っていること・悩んでいるこ
とについてお話ししませんか？
②�２月19日（月）�午前10時～午後
０時30分…就職支援活動を通
じて見えてきた課題～親御さ
んに伝えたいこと（三重就労
応援団　西村泰雄さん）
ところ　あいあい生きがい工作室
参加費　①1,300円（会員は740円）
　　　　②1,000円（会員は750円）
※いずれも昼食・飲み物代含む
※�①のみ託児有り（１人500円［定
員５人・先着順］）
※�開催内容など詳しくは、ホーム
ページでご確認ください

URL�http://pokkapokawebsite.
　　web.fc2.com/
申込先　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）

ピンクのキャラバンカーが
西小にやってくる！

　キャラバンカーに550冊の絵本
を載せて、子どもたちに読み聞か
せを届ける「本とあそぼう全国訪
問おはなし隊」が訪れます。子ども
は、家族の人や学童保育所の先生
などと一緒に来てください。
とき・内容　２月23日（金）

▽ �午後３時30分～４時…キャラバ
ンカーの中で読みたい本を探し
て、ランチルームへ移動して読書

▽ �午後４時５分～４時35分…ラン
チルームで、絵本の読み聞かせ
ところ　亀山西小学校
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　より良い図書館をめざす会
　　　　（服部　☎82－3646）

関宿囲碁大会 参加者募集
　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。

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

KIFAMIGO2018
　亀山で国際交流のイベントを開
催！皆さんで楽しみましょう！
と　き　２月11日（日）
　　　　午後１時～４時
ところ　青少年研修センター集会場
主な内容

▽にほんごおはなし会

▽バンブーダンスをみんなで楽しもう

▽こまつなさんの演奏

▽徳風高校生によるネールアート

▽ビンゴゲーム
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）

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①２月15日（木）
　　　　②３月15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「それはいつ？」年表で確認
　（語り部　尾崎末広さん）
②元祿時代と亀山藩
　（語り部　草川喜種さん）
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 座談会
とき・内容
①�２月16日（金）�午前10時～午後
１時…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（臨床心理士）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

と　き　３月３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）
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23日（金）
申込先　関宿囲碁大会実行委員会
　（川合　☎090－8458－2722）

亀山市ジュニアゴルフクラブ
会員募集

　亀山市ゴルフ協会では、ジュニア
の皆さんに、広くゴルフに親しんで
もらうために会員を募集します。
と　き　４月から毎月４回（土曜日）
と�ころ　ローモンドカントリー倶
楽部、ライオンズゴルフ倶楽部、
タートルエースゴルフ倶楽部
対�象者　市内に在住する小学生～
18歳未満の人
内�　容　練習場での指導、本コース
でのラウンドレッスンなど
会　費　月額1,000円
※�入会金1,000円（初回）、スポーツ
保険料2,000円（年額）が別途必要
申込期限　２月28日（水）
申�込・問合先　亀山市ゴルフ協会
事務局（☎82－2387）

亀山ハンドボール体験教室
　初めてハンドボールを触る子、少
しでも興味のある子など、大歓迎で
す！お気軽にご参加ください。
と　き　２月17日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
※受付は午後１時～
ところ　亀山南小学校体育館
対象者　５歳～小学生
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持�ち物など　体育館シューズ、飲
み物、タオル、動きやすい服装
問合先　亀山市ハンドボール協会
　（伊藤　☎090－3950－7234）

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