
と　き　２月11日（祝）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ
　�図書館と市民・地域の連携によ
る活動の可能性について

講　師
　�豊橋市都市計画部まちなか図書
館整備推進室　田中久雄さん

定　員　80人（先着順）
参加費　無料
申 込方法　教育委員会生涯学習課
社会教育グループへ電話で、ま

もよおし
第８回 図書館市民ワークショップ
教育委員会生涯学習課社会教育グループ

（☎84－5057、FAX82－6161）
　市では、「亀山市立図書館整備基
本計画」に基づき、新しい図書館の
整備を進めています。
　今回のワークショップは、外部
より講師を招いて、図書館と市民・
地域の連携による活動の可能性に
ついてご講演いただきます。ぜひ、
お気軽にご参加ください。

たは住所、氏名、年齢、連絡先を
明記して、ファクス、Eメール
（ syougaku@city.kameyama.
mie.jp）でお申し込みください。

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市秘書広報課（☎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
政策課広報秘書グループ
（☎84－5021）

市
賀
甲

伊賀上野・城下町のおひなさん 巻物の忍者朱印帳で免許皆伝
～甲賀流忍者朱印帳～

　甲賀市観光協会では、忍者にゆかりがある甲賀
市内14社寺の朱印を集める巻物型の「甲賀流忍者
朱印帳」を販売しています。
　珍しい巻物型の朱印帳を片手に、甲賀市内の魅
力ある社寺を周遊してはいかがでしょうか。
価　格　1,500円（税込）
※郵送希望の場合は別途送料がかかります。
購�入方法　甲賀市観光協会へ直接、または住所・氏

名・電話番号・購入希望の絵柄番号を明記の上、
Ｅメール、ファクスでお申し込みください。
申込・問合先　甲賀市観光協会
　 （☎0748－60－2690、FAX 0748－60－2362、

 info＠koka-kanko.org）
URL http://www.koka-kanko.org

　今年で11回目の「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が
飾られ、国史跡旧崇広堂
には、伊賀焼、伊賀くみひ
もで作られたおひなさん
約200点が展示されます。

　「食べる」では、ひな祭りがテーマのランチメ
ニューやお菓子の販売があり、「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、
雛見茶会と楽しいイベントが盛りだくさんです。
　また、着物でお越しの人にはうれしい特典があり
ますので、ぜひご参加ください。
と　き　２月23日（土）～３月３日（日）
※一部の店舗では２月16日（土）から開催
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)
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

元気丸カフェ
長寿健康課高齢者支援グループ

（あいあい　☎84－3312）
　元気丸カフェは、認知症の人や
その家族、地域住民などが気楽に
集い、お茶などを飲みながら語ら
い、交流を楽しんだり、くつろいだ
りする場所です。お気軽にお立ち
寄りください。
※認知症に関する個別相談も実施
と　き　２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
※事前の申し込みは不要

男性介護者のつどい
長寿健康課高齢者支援グループ

（あいあい　☎84－3312）
　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
と話し合いませんか？
と　き　２月27日（水）
　　　　午前10時～正午
ところ
　あいあい２階生きがい工作室

と　き　２月９日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　亀山市社会福祉センター
（亀山公園内）集会室

講　師

▽ �亀山市総合環境研究センター長・
三重大学人文学部教授　朴

ぱく

�恵
けいしゅく

淑さん

▽三重大学教育学部准教授
　平山大輔さん

▽亀山市副市長　西口昌利
内　容
①�今後の亀山市の環境関連計画の
あり方�～生物多様性地域戦略
にもとづく豊かな亀山づくり～
②環境よもやま話
　～その常識と非常識～
③亀山中学校吹奏楽部の演奏
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
そ の他　亀山市環境活動ポイント
制度（AKP）事業のポイント付
与対象イベントです。

平成30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
を開催します。また、中央公民館講
座の様子も写真で紹介しますので、
お気軽にお立ち寄りください。
※�来年度（平成31年度）に開催予定
の講座の紹介も行います。

と　き
　２月16日（土）、17日（日）
※いずれも午前９時～午後３時30分
ところ　
　青少年研修センター１階集会場

講　師
　訪問看護ステーション看護師
内　容

▽訪問看護師に聞いてみよう

▽ �参加者同士の交流
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、
介護に関心のある男性

定　員　10人程度
参加費　無料
申 込方法　長寿健康課高齢者支援
グループへ電話または直接お申
し込みください。

環境講演会
亀山市総合環境研究センター（環境
課環境創造グループ　☎96－8095）
　私たちの暮らしを支える食べ物
や生きるために欠かせない酸素は、
生物多様性（いろいろな生き物が
さまざまな環境で生息している状
態）がもたらしてくれます。
　今回、こうした生物多様性に基
づく“豊かな亀山づくり”に向け
た講演会を開催します。また、環
境よもやま話や亀山中学校吹奏
楽部による演奏も予定していま
すので、ぜひお気軽にご参加くだ
さい。

問合先 鈴鹿公共職業安定所（ハローワーク鈴鹿）（☎059－382－8609）

　地元企業の人事・採用担当者による
企業説明・面接会を開催します。
　複数の企業から求人内容や事業内容
について、直接お話が聞けるチャンス
です。就職・転職をお考えの人など、お
気軽にご参加ください。

亀山地域企業就職面接会を開催

２月21日（木） 午後１時30分～３時30分
市文化会館中央コミュニティセンター

参加費
無料

申込は
不要

対象者　地元企業への就職・転職を希望する人など
持 ち物　履歴書（できるかぎりご持参ください）、ハローワークカード
（未登録の人は当日会場で求職申込書をご記入ください）または雇用
保険受給資格者証（求職活動の実績になります）
※後日、正式面接に至った際は、ハローワーク紹介状が必要になります。
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ション亀山へ電話で、または住
所、氏名、電話番号を明記して
ファクスでお申し込みください。
※定員になり次第締め切ります。

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、贈与税や相続税の相
談は行いません。

と　き　２月17日（日）
①住宅借入金等特別控除を受ける人
　午前９時30分～11時
②医療費控除を受ける人
　午前11時10分～正午

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。

第39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

（亀山東小学校・太田　☎82－0011）
　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１日（金）～４日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※４日（月）は午後３時まで
ところ　亀山エコータウン本館　
　１階催事場

暮らし何でも相談会
暮らしほっとステーション亀山
（亀山地区労働者福祉協議会
☎83－0007、FAX83－0124）
　日頃の生活で困っていることにつ
いて、弁護士や社会保険労務士など、
専門の相談員が相談にお応えします。
相談者の秘密は厳守します。
と　き　２月23日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山市勤労文化会館
　　　　（和田町1488－115）
相 談内容　労働、賃金、金融、保険、
年金、住宅に関することなど

相談料　無料
申込開始日　２月４日（月）
申 込方法　暮らしほっとステー

※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事業所得を有する人
　午後１時～３時（予約制）
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年分以降の所得税および復
興特別所得税、贈与税等の提出の
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。

三重県　鈴鹿亀山道路

問合先 三重県道路企画課（☎059－224－2739）
都市整備課都市計画グループ（☎84－5046）

　鈴鹿亀山道路の建設に伴う
都市計画手続きを進めるた
め、地域住民の皆さんを対象
にした説明会を開催します。

「鈴鹿亀山道路」に関する住民説明会を開催

２月27日（水） 午後６時～
あいあい２階大会議室

参加費
無料

申込は
不要

URL

　鈴鹿亀山道路は、東名阪自動車道や新名神高速道路と鈴鹿市街地を
結ぶ道路で、都市計画道路北勢バイパス（鈴鹿四日市道路）付近（鈴鹿
市）から亀山ジャンクション付近（亀山市）にまたがる延長約10kmの
地域高規格道路です。
※鈴鹿亀山道路について詳しくは、県ホームページをご覧ください。
　��http://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/suzukame/
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

スマートシルバーかめやま
～健康維持や認知症予防を

体験してみませんか？～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎96－8641）

と　き　２月23日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ
　あいあい２階大会議室・研修室
主な内容

▽ �認知機能強化につながる「頭の
健康ゲーム」

▽健康セミナー

▽健康（血管年齢）測定

▽亀山QOLタブレットの体験

▽健康お料理教室や試食会など
対象者
　健康寿命の延伸に関心のある人
参加費　無料
※事前の申し込みは不要

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24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

停電日時　２月５日（火）
　　　　　午後５時30分～８時

児童手当等を振り込みます
市民課医療年金グループ

（☎84－5005）
　平成30年10月～平成31年１月の
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（火）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。

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール改修工事期間中は

プール施設をご利用できません
文化スポーツ課

スポーツ推進グループ（☎96－1224）
　関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール
改修工事を実施します。工事期間
中は、センター内のプール施設を
ご利用できません。
工事期間　２月12日（火）～22日（金）
※�工事期間中でも、体育館施設は
ご利用できます。

申込期限　２月17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。

お知らせ
総合保健福祉センター（あいあい）

停電のお知らせ
地域福祉課福祉総務グループ

（☎84－3311）
　設備点検のため、総合保健福祉
センター（あいあい）を停電します。
　停電中は入館できませんので、
ご了承ください。

問合先 ①…産業振興課商工業・地域交通グループ（☎84－5049）
②…まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

「働くひと」や「市民」の相談窓口を開設しています
①働くひとの相談窓口

　市内の事業所にお勤めの人を
対象にした「働くひとの相談窓
口」を開設しています。
　職場や仕事上で困っているこ
となどについて、国や県の相談窓
口へ問題解決のための紹介や案
内を行います。
　秘密は厳守しますので、お気軽
にご相談ください。

相 談窓口　産業振興課商工業・地
域交通グループ（市役所２階）

相談時間
　午前８時30分～午後５時15分
　（土・日曜日、祝日は除く）

②市民の相談窓口
　生活に関する相談について、法
律相談や行政相談などの案内を
行っています。
　なお、外国人市民の方は、外国
語（ポルトガル語・英語）の通訳職
員が対応します。
※�法律相談や行政相談などは、
広報かめやま毎月16日号の
「広報ガイド」でも案内してい
ます。

相 談窓口　まちづくり協働課市
民協働グループ（市役所１階）

相談時間　
　午前８時30分～午後５時15分
　（土・日曜日、祝日は除く）
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変更前　農政推進委員が配布・回収
変更後
　�市から直接、水田耕作農家に郵
送、同封の返信用封筒で提出
※�水稲生産実施計画書の書き方な
ど不明な点があれば、「平成31年
度経営所得安定対策等説明会」
（次の記事参照）にご参加いただ
くか、産業振興課農業グループ
へお問い合わせください。

平成31年度
経営所得安定対策等説明会

産業振興課農業グループ
（☎84－5082）

と　き　２月18日（月）
　　　　午後１時30分～
ところ　あいあい２階大会議室
主な内容
①水稲生産実施計画書の書き方
②水田フル活用ビジョンの説明
③�平成31年産主食用米生産量の
目安の説明

対 象者　市内に住所を有する水田
耕作農家など

持 ち物　市から郵送される水稲生
産実施計画書、筆記用具

申込期限　２月15日（金）
申 込方法　産業振興課農業グルー
プへ電話または直接お申し込み
ください。

水稲共済の加入について
三重県農業共済組合三泗鈴亀支所

（☎059－327－5900）

　平成31年産から、制度改正によ
り、水稲共済の加入が任意になり
ますが、災害に備えて加入をお勧
めします。

麻しん・風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
長寿健康課健康づくりグループ

（あいあい　☎84－3316）
　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30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、長寿健
康課健康づくりグループへご連
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
（特別永住者証明書でも可）
※�予診票をお持ちでない場合は、
母子健康手帳を持参の上、健康
づくりグループへお越しください。
※�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。

水田耕作農家の
水稲生産実施計画書の配布・
提出方法が変更になります

産業振興課農業グループ
（☎84－5082）

　水田耕作農家の水稲生産実施計
画書（兼）共済申告書（兼）営農計画
書の配布・提出方法が変更になり
ます。

　２月下旬に、三重県農業共済組
合から「平成31年産水稲共済加入
申込書兼変更届出書」が郵送され
ますので、加入申込する場合は、加
入申込書兼変更届出書の提出をお
願いします。
※�水稲共済について詳しくは、三
重県農業共済組合三泗鈴亀支所
へお問い合わせください。

各種検診・教室
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～３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　２月20日（水）
①午前10時～11時30分
　（２歳～３歳が対象）
②午後１時30分～３時
　（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２階）
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～３歳
の未就園児とその保護者（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（金）～12日（火）
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。

第１期
（１回目）１歳～２歳未満

第２期
（２回目）

平成24年４月２日～
平成25年４月１日生まれの人
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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22日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　鈴鹿市保健センター２階
健康教育室（県鈴鹿庁舎隣）

対象者　がん患者やその家族など
参加費　無料
※事前の申し込みは不要

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７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。

申 込方法　鈴鹿工業高等専門学校
ホームページ（地域の皆様・もの
づくり体験教室［平成31年春季］
ページの応募フォーム）から、お
申し込みください。

URL�http://www.suzuka-ct.ac.jp/

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）
　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。
と　き　３月24日（日）～31日（日）
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
内容（教室）
①機械工学のひとこま
②楽しい電子回路工作
③�マイコン電子制御（IchigoJamで
プログラミング入門コースまたは
Arduinoで演奏と距離計測コース）
④インテリア雑貨から学ぶ材料工学
※�各教室で開催日時や定員などが
異なりますので、詳しくはホー
ムページでご確認ください。

対象者　中学１・２年生
※�③マイコン電子制御（IchigoJamで
プログラミング入門コース）は、小
学５・６年生、中学１年生が対象

参加費　無料
※傷害保険料50円が別途必要
申込期間　
　２月15日（金）～28日（木）�午後５時
※�応募者多数の場合は抽選とし、
結果は応募者全員に通知します。
※原則として１人１講座の受講

２月１日（金）～７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 関小学校」
●エンドコーナー「亀山幼稚園②」
２月８日（金）～14日（木）

●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「新たな図書館の実現に向けて」
●特集「かめやまホームケアネット」
●エンドコーナー「第一愛護園①」

※ 午前６時から深夜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。

市立医療センターだより  市立医療センター（☎83－0990）

禁煙外来を実施しています
　「禁煙外来」は、たばこをやめたい人の
ための専門治療外来です。
　たばこをやめたいのにやめられない、禁煙しようと
決めたのに続かなかったなど、自分一人ではなかなか
続かない禁煙をお手伝いさせていただきます。
診察日時　毎週火曜日の午後２時～４時の間（予約制）
診察スケジュール　12週間で計５回の診察を予定
※①初回、②２週間後、③４週間後、④８週間後、
　⑤12週間後の計５回

　禁煙に関する説明を行い、飲み薬などの
禁煙補助薬を使用しながら、担当医師と看
護師が禁煙のサポートをしていきます。

※診療内容、申込方法など詳しくは、病院総務課医事グループ（禁煙外来担当：
　☎83ー0990［平日の午前９時～午後5時］）へお問い合わせください。
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申込開始日　２月１日（金）
申 込方法　受講料を持参の上、ス
ポーツ研修センターへ直接お申
し込みください。

親子スポーツチャレンジ2019
東野公園体育館（☎83－1888）
　サッカーや野球を通じて、親子で
コミュニケーションを取る方法を“み
えの育児男子アドバイザー”である
コーチがアドバイスします。この機
会に親子の絆を深めましょう。
と　き　２月17日（日）

▽第１部…午前９時～10時15分

▽第２部…午前10時30分～正午
ところ　東野公園体育館
講 　師　みえの育児男子アドバイ
ザー・日本幼少年体育協会プロ
フェッサー　橋川恵介さん、み
えの育児男子アドバイザー　北
澤�匠さん、NPO法人三重県生涯
スポーツ協会インストラクター

親子拳法教室
（公財）亀山市地域社会振興会

（スポーツ研修センター　☎82－9092）
　元気で明るい子の育成、強い心
身・気力の修得、そして親子の絆を
深める（ペア体操を導入）ため、楽
しく拳法を学びませんか？
と 　き　４月６日～６月１日の毎
週土曜日　午後１時～２時（５
月４日は除く全８回）

と ころ　スポーツ研修センター
（西野公園内）柔道場

対 象者　年中・年長クラスの幼児
とその保護者（１人ずつのペア）
※�兄や姉が小学生低学年の場合、
同時に受講することも可（受講
料は別途必要）

定　員　20組（先着順）
受 講料　１組4,000円（スポーツ保
険料、会場使用料を含む）

持 ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装

対象者

▽第１部…幼児（３～６歳）と保護者

▽第２部…小学１～２年生と保護者
定　員　各30組
参加費　無料
持 ち物など　室内用シューズ、飲
み物、タオル、動きやすい服装、
サッカーボール（お持ちの人）

申 込方法　NPO法人三重県生涯ス
ポーツ協会へ電話（☎059－273－
5300）で、またはホームページ（URL
http://www.lifelong-sport.jp）の
エントリーフォームからお申し込み
ください。

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）

●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18日（月）～22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、

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。

個人使用デー　２月４日（月）～８日（金）

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22月月
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

フォームチェックで記録更新
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタ
フライ（25m・50m・100m）から種
目・距離を選択して、記録を測定し
ます。
　また、フォームチェックを行い、
泳ぎ方のポイントや改善点をアド
バイスします。

Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。

と　き　２月25日（月）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参加費　400円（スポーツ保険料含む）
持 ち物　水着、タオル、キャップ、
ゴーグル

申込開始日　２月４日（月）
申 込方法　参加費を持参の上、関

図書館だより（2月）  市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『罪の声』
塩田武士／著
講談社（2016年８月刊）
　京都でテーラーを営む曽根俊也は、父の
遺品からカセットテープをみつける。再生
すると、幼い頃の自分の声が…。それは、
過去の未解決事件で恐喝に使われた声と
同じものだった。1984年３月発生の「グ
リコ・森永事件」が題材のフィクション。

図書館の本棚から

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

『小さな暮らしのおすそわけ』　
ミスミノリコ／著
主婦と生活社（2018年４月刊）
　いただきものや手作り品など、自分
だけで楽しむのはもったいない、「あの
人になら」と思ったら、その気持ちごと
サっと包んでおすそわけ。そのアイデ
アをたっぷり紹介。

～新着だより～
●厨

ちゅう し

師、怪しい鍋と旅をする
　／勝山海百合
●北方領土秘録／数

あ ま た

多久
く お ん

遠
●羅針盤は壊れても／西村賢太
●作りかけの明日／三崎亜記
●ピアノ・レッスン／アリス・マンロー
●昭和のお店屋さん／藤川智子
●いちごちゃん／さとうめぐみ
●君型迷宮図／久米絵美里
●転校生は忍者？！／もとしたいづみ
●奈良�鹿ものがたり／中村文人
●夢のゴージャスチョコレシピ
　／木村幸子
●お金がない！／赤瀬川原平�ほか
●行

ゆき

正
まさ

り香
か

の家作り／行正り香
●残業学／中原�淳＋パーソル総合研究所
●怖い短歌／倉阪鬼一郎
　　　　　　　　　　　　　　��ほか419冊

おはなし会
　２月２日（土）�午後２時～　市立図書館（児童室）
　２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　
　２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
　２月６日（水）�午後３時～　関文化交流センター（研修室）
たんぽぽの会による関紙芝居会
　２月20日（水）�午後３時～　関文化交流センター（和室）
お子さんが泣いても大丈夫！「赤ちゃんタイム」
　２月28日（木）�午前10時～　市立図書館（児童室）
テレホン童話（☎83－0874）［３分間の創作童話］
　２月１日～14日　きゅうりのし（久保田さちこ）
　２月15日～28日　ホウセンカの花火（小野みふ）
休館日　市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
　　　　関図書室…４日（月）、12日（火）、18日（月）、22日（金）、25日（月）

２月17日（日）
午前９時30分～
ところ　市立図書館
　図書館イベントにご協力いただいてい
るボランティアが集まり、絵本や絵物語の
読み聞かせなど、さまざまな演目を開催！

図書館まつりを開催！

参加費
無料

申込は
不要

お気軽に
お立ち寄り
ください！
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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）は主催者で用意

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
※事前の申し込みは不要
持ち物など
　上履き、動きやすい服装

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。

大人の健康塾
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）
と　き　２月８日（金）
　　　　午後１時30分～３時

大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　水が苦手な人や泳げない人でも
気軽に参加できる初心者向けの水
泳教室です。水慣れから徐々にス
テップアップし、クロールの基礎
までを学びます。
と 　き　２月26日～３月26日の毎
週火曜日　午前10時～11時
　（全５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　2,000円
※スポーツ保険料が別途必要
持 ち物　水着、タオル、キャップ、
ゴーグル

申込開始日　２月４日（月）
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。

介護予防教室
～健康体操・認知症予防～
（福）安全福祉会（☎83－1294）
と 　き　２月の毎週木曜日（２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　タオル、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。

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６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

と ころ　井田川地区南コミュニ
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
※事前の申し込みは不要
持ち物　室内用シューズ、飲み物

亀山学校
病気の兆候 ～病状からの対処～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

と　き　２月14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　田中内科医院
　　　　院長　田中英樹さん
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　
※事前の申し込みは不要
持ち物　筆記用具
共　催　亀山医師会

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（☎83－5920）
　『五つ』の健康体操を、皆さんで
楽しく行います。
と 　き　２月の毎週火曜日（２月
５日、12日、19日、26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
※事前の申し込みは不要
※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
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加太いきいき教室
～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19日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内 　容　前半は介護予防体操、後半
は講話やレクリエーションなど

対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料

※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

対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
持 ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装

※事前の申し込みは不要
持 ち物など　飲み物、タオル、上履
き、動きやすい服装

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５日、19日…リラックス体操

▽２月12日、26日…アクティブ体操

歴史博物館だより（２月） 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

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

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

歴史講座を開催！

＜企画展示室＞
「昔の道具」を展示します！
と　き　３月10日（日）まで
内 　容　小学３年生の「昔の道具」の授業に合わせて
ちょっと昔の道具を展示しています。

企画展示室観覧料　無料

「天下統一と峯城」
と　き　２月16日（土）�午後１時30分～３時
内 　容　なぜ今、全国の城郭研究者から、峯城（川
崎町）が注目されているのでしょう？織田信長
や豊臣秀吉が活躍した時代の全国の城の在り様
から、峯城の実態に迫ります。

講　師　教育委員会生涯学習課　課長　亀山�隆

考古講座を開催！

ところ　歴史博物館講義室　　定　員　各40人（先着順）　　受講料　無料
申込方法　各開催日前日までに、歴史博物館へ電話または直接お申し込みください。

「史料から見た亀山城の検証（承前）
　　　　　　矢倉の数を再び数える」
と　き　３月２日（土）�午後１時30分～３時
内 　容　江戸時代の亀山城については、さまざま
な絵図や文書が作成されましたが、矢倉などの
建物の数は、いろいろな数値があります。絵図
や古文書を読み、建物の数を再考します。

講　師　歴史博物館　館長　小林秀樹

歴史博物館 in 関小学校
２月８日（金） 午前10時～午後３時30分
関小学校１階 生活科室　
　関小学校で移動博物館を開催！歴史博物館から、関小学校区に関係す
る実物資料を持ち出し展示します。当日は、学芸員の展示解説を聞くこと
もできます。1日限りの展示ですが、地域の歴史に関心を持ち、地域の歴
史を身近に感じていただけると思います。お気軽にお越しください！

観覧料
無料

申込は
不要
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募　集
亀山市文化基本条例（仮称）

検討委員会委員の募集
文化スポーツ課文化共生グループ
（☎96－1223、FAX96－2414）
　亀山市の文化芸術の振興に関す
る基本理念や基本施策を一緒に考
えてみませんか？
　活動内容は、亀山市文化基本条
例（仮称）に盛り込む事項を委員の
皆さんでお考えいただきます。
　会議は年５回程度、平日に開催
する予定です。
応 募資格　市内に在住、在勤また
は在学する人

任　期　条例の策定まで
募集人数　若干人
※�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（水）必着
応 募方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、文化スポーツ課文化共
生グループ（〒519－1192　関町
木崎919－1、 bunkakyosei@
city.kameyama.mie.jp）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、文化共生グルー
プ（関支所１階）にあります。ま
た、市ホームページ（文化共生グ
ループのページ）からもダウン
ロードできます。

亀山市人権施策審議会
委員の募集

文化スポーツ課文化共生グループ
（☎96－1223、FAX96－2414）
　任期満了に伴い、亀山市人権施
策審議会委員を募集します。これか
らの亀山市の人権施策の推進につ
いて、一緒に考えてみませんか？
　会議は年２回程度、平日に開催
する予定です。
応 募資格　満20歳以上（平成31年
４月１日時点）で、市内に在住ま
たは在勤する人

認知症予防タブレット体験会
～楽しく健康寿命延伸にチャレンジ～

（公社）亀山市シルバー人材センター
（☎96－8641）

　タブレットとは、コンピュー
ターの入力装置の一つで、本体と
液晶画面が一体の薄い板状になっ
ていて、画面を直接タッチして操
作する情報機器のことです。
　今回、このタブレットを使った
健康管理、認知症予防、生活支援な
どについてご紹介します。
と　き　２月19日（火）
　　　　午前10時～11時30分
と ころ　井田川地区南コミュニ
ティセンター

内 　容　実際にタブレットに触れ
てもらいながら、使用方法など
について同世代のサポーターが
丁寧に説明します。

対 象者　高齢者ご本人やその家族
等で、健康寿命延伸やインター
ネットなどに関心のある人

定　員　30人（先着順）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
※練習用タブレットは主催者が用意

任 　期　平成31（2019）年４月１日
～2021年３月31日

募集人数　２人程度
※�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（水）必着
応 募方法　応募用紙に必要事項を
記入の上、文化スポーツ課文化共
生グループ（〒519－1192　関町
木崎919－1、 bunkakyosei@
city.kameyama.mie.jp）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、文化共生グルー
プ（関支所１階）にあります。ま
た、市ホームページ（文化共生グ
ループのページ）からもダウン
ロードできます。

赤ちゃん訪問スタッフの募集
長寿健康課健康づくりグループ

（あいあい　☎84－3316）
募集人数　２人
業 務内容　赤ちゃん訪問業務（事
前準備、データ入力などを含む）

応募資格　次のすべてに該当する人

▽ �看護師、保健師または助産師の
資格を取得している人

▽ �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（検索・入力など）
ができる人

任 用期間　平成31（2019）年４月１
日～2020年３月31日（更新する
場合あり）

勤務日数　月５日～６日程度
勤務場所　あいあい
賃　金

▽看護師・保健師…時間給1,250円

▽助産師…時間給1,330円
募集期限　２月13日（水）
応 募方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話連絡の上、履歴
書を持参してください。

２月の納期
（納期限・口座振替日）

２月28日（木）
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。
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保健師または助産師
（非常勤職員）の募集

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

募集人数　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　平成31（2019）年４月１
日～2020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　保健師…時間給1,250円
　　　　助産師…時間給1,330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13日（水）
応 募方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話連絡の上、履歴
書を持参してください。

関文化交流センター
施設管理人の募集

まちづくり協働課地域まちづくり
グループ（☎84－5007）
募集人数　１人
業 務内容　施設の管理運営、まち
づくり協議会の事務補助など

応 募資格　市内に住所を有し、基
本的なパソコン操作ができ、地
域活動に関心のある人

任 用期間　平成31（2019）年４月１
日～2020年３月31日

 給食調理員（代替） 
募集人数　２人
※調理師免許がなくても応募可
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
※�原則として土・日曜日、祝日は休
みで、夏季・冬季の休暇あり

勤務場所　市内の小学校
賃　金　時間給870円
社会保険など　労災保険
 応接員（小学校） 
募集人数　３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（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
※原則として土・日曜日、祝日は休み
勤務場所　市内の小学校
賃　金　時間給1,020円
社 会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険

共通事項
任 用期間　平成31（2019）年４月１
日～2020年３月31日

通勤手当
　通勤距離区分に応じて支給
募集期限　２月15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課
教育総務グループ（〒519－0195
本丸町577）へ履歴書を持参また
は郵送してください。

勤務時間
　�午前８時30分～午後５時15分
（昼間）、午後５時～10時（夜間）

勤務日数　月15日程度（夜間含む）
施 設休館日　毎週月曜日（月曜日
が祝日の場合は翌日）、年末年始

賃　金　時間給850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（木）
応 募方法　まちづくり協働課地域
まちづくりグループへ履歴書を
持参してください。
※�応募者については面接を実施
（日時などは後日に連絡）

教育委員会
非常勤職員の募集

教育委員会教育総務課教育総務
グループ（☎84－5072）
 給食調理員 
募 集人数　３人（７時間勤務２人、
５時間勤務１人）
※調理師免許がなくても応募可
業務内容　学校給食の調理
勤務時間

▽ �７時間勤務…午前８時15分～午
後４時15分

▽ �５時間勤務…午前８時15分～午
後２時15分

勤務日数　年間210日以内
※�原則として土・日曜日、祝日は休
みで、夏季・冬季の休暇あり

勤務場所　市内の小学校
賃　金　時間給870円
社会保険など

▽ �７時間勤務…健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険

▽ �５時間勤務…雇用保険、労災保険
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小学校の「スクール・サポート・
スタッフ」募集

教育委員会学校教育課
学事教職員グループ（☎84－5075）
　小学校で、教員の業務の補助を
する「スクール・サポート・スタッ
フ」を募集します。
業 務内容　学習プリント等の印刷・
配布準備、授業準備や採点業務
等の補助など

任用期間　原則として１年以内
勤 務時間　午前８時30分～午後５
時15分のうち４時間

勤 務日数　週４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　市内の小学校
賃　金　時間給860円
募集期限　２月13日（水）�必着
応 募方法　教育委員会学校教育課
学事教職員グループ（〒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
　（日時などは後日に連絡）

小・中学校の「看護師」募集
教育委員会学校教育課

学事教職員グループ（☎84－5075）
　小・中学校で、医療行為を必要と
する子どもの支援を行う看護師を
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　市内の小・中学校
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（水）必着
応 募方法　教育委員会学校教育課
学事教職員グループ（〒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
　（日時などは後日に連絡）

小・中学校の「介助員」募集
教育委員会学校教育課

学事教職員グループ（☎84－5075）
　小・中学校で、特別な支援を必要
とする子どもの支援を行う介助員
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　市内の小・中学校
賃　金　時間給870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（水）必着
応 募方法　教育委員会学校教育課
学事教職員グループ（〒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
　（日時などは後日に連絡）

問合先 まちづくり協働課市民協働グループ
〒519ー0195　本丸町577、☎84ー5008、FAX82ー1434

kyodo@city.kameyama.mie.jp

　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31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31（2019）年４月１日～2021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の検証など
※�会議は、平成31（2019）年度に３回程度、2020年度に３回程度、
平日に開催する予定です。

募集人数　２人
※当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（水）必着
応 募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、まちづくり協働課市民
協働グループへ郵送、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（市民協働グループ）、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もダウンロードで
きます（「亀山市�市民活動応援制度」で検索）。

市民の視点から一緒に考えてみませんか？

市民活動応援制度
審査検証委員会委員を募集！
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

（公財）亀山市地域社会振興会
職員の募集

（公財）亀山市地域社会振興会管
理課（☎83－1385）
採用予定人数　１人程度（正規職員）
採用年月日　平成31年４月１日
応 募資格　昭和58年４月２日以降
の生まれで、次のすべてに該当
する人
①�心身ともに健康で、高等学校以
上の学校を卒業した人、または
平成31年３月までに卒業見込み
の人、またはこれと同等の資格
を有する人
②通勤可能な人
給 与等　（公財）亀山市地域社会振
興会職員給与規程の定めるとこ
ろにより支給

 試験日時・科目、申込方法など 
と　き　３月３日（日）午前９時～
ところ　亀山市文化会館会議室
試 験科目　適性検査・教養試験・小
論文の各筆記試験、口述（面接）
試験

提出書類
①�（公財）亀山市地域社会振興会職
員採用試験申込書（指定のもの）
②履歴書・身上書（指定のもの）
③�最終学校の卒業（見込）証明書
（卒業証書の写しでも可）
④�資格を有することを証明する書
類の写し（運転免許証など）
※�申込書などは、（公財）亀山市地
域社会振興会（亀山市文化会館
内）にあります（当振興会ホーム
ページからもダウンロード可）。

受付期間
　２月１日（金）～２月20日（水）
　午前８時30分～午後５時15分
　（土・日曜日、祝日は除く）
※�郵送による申し込みは、書留郵
便に限る（２月20日（水）必着）

申込書などの請求・提出先
　�（公財）亀山市地域社会振興会
管理課（〒519－0124　東御幸町
63［亀山市文化会館内］）

自衛官の募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

　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（男女） 
応 募資格　18歳以上33歳未満の健
康な人

受付期間　随時受付
採用試験日（直近）

▽２月採用試験…２月17日（日）

▽３月採用試験…３月10日（日）
 予備自衛官補 
応募資格

▽一般公募
①�18歳以上34歳未満の人（現に常
勤の隊員、短時間勤務の官職を
占める隊員、予備自衛官もしく
は即応予備自衛官の人は除く）
②�自衛官であった期間が１年以内
（通算１年未満）の人

▽技能公募
①�18歳以上で国家免許資格等を有
する人（現に常勤の隊員、短時間
勤務の官職を占める隊員、予備
自衛官もしくは即応予備自衛官
の人は除く）
②�自衛官であった期間が１年以内
（通算１年未満）の人
※�必要な国家資格等は、お問い合
わせください。

受付期間　４月12日（金）まで
採 用試験日　４月20日（土）～24日
（水）でいずれか１日

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23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12日（火）～19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。

※（　）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30年交通事故発生状況
（12月末時点・亀山署管内）

88件（－34） ０人（－1） 111人（－55） 1,330件（－59）

亀山警察署（☎82－0110）

～サポカーで運転者の事故低減～
　政府は、高齢運転者の交通事
故防止対策の一環として、自動ブ
レーキやペダル踏み間違い時加
速抑制装置などを搭載した車（安
全運転サポート車）に「セーフ
ティ・サポートカーS（サポカーS）」
の愛称をつけ、自動ブレーキを搭
載した車「セーフティ・サポート
カー（サポカー）」とともに、普及
啓発を官民一体で取り組んでい
ます。
　ブレーキを踏み損なうこと、ペ
ダルを踏み間違えること。それは、
ちょっとした不注意や焦りなどで、
誰の身にも起こり得ることです。

　そこで、自動ブレーキなどの先
進安全技術でドライバーの安全
運転を支援してくれる車が、サポ
カー、サポカーSです。
　お車の購入の際は、安全運転
サポート車の検討もお願いします。
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ところ　青少年研修センター集会場
参加費　３歳以下…無料
　　　　４歳～小学生…500円
　　　　中学生以上…1,000円
※当日、会場でお支払いください。
※事前の申し込みは不要
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）�

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①２月21日（木）
　　　　②３月21日（祝）
※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「鈴鹿川周辺の魚・生き物」雑談
　（語り部　浅田正雄さん）
②亀山藩士「黒田孝富」
　（語り部　大辻典子さん）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
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
～志村浩二先生（臨床心理士）に

聞こう、話そう～
　亀山市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）を迎えて、お子さんの障がい
など、日ごろ疑問に思っているこ
と・悩んでいること等をお話しし
ませんか？
と　き　２月28日（木）
　　　　午前10時～午後１時
ところ　あいあい
定　員　20人（先着順）
参加費　1,500円（会員は750円）
※昼食・飲み物代などを含む
託　児　１人500円
申 込方法　住所、氏名、電話番号、
お子さんの年齢（学年）を明記の
上、ファクスまたはEメールで
お申し込みください。
※�開催内容など詳しくは、ホーム
ページでご確認ください。

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

亀山ハンドボール体験教室
　初めてハンドボールを触るお子
さん、少しでも興味のある人など、
どなたでも大歓迎です！
と　き　２月９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歳以上の人
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
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、
　岡本　☎090－5637－2562）

KIFAMIGO2019
　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10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

▽こまつなさんの演奏

▽徳風高校生によるネイルアート

▽ビンゴゲーム
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876）
　
亀山こども劇場 特別例会

「いかりのギョーザ」
　三重県にあるプロの人形劇団「ど
むならん」による、どきどきわくわく
の人形劇です。幼児から大人まで楽
しめます。ぜひ、お越しください。
と　き　２月11日（祝）
　　　　午前10時30分～

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）

関宿囲碁大会 参加者を募集！
　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。
と　き　３月２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）
※椅子席もあります。
参加費　1,100円（昼食代含む）
※当日、会場でお支払いください。
申込期限　２月22日（金）
申込先　関宿囲碁大会実行委員会
　（川合　☎090－8458－2722）

高齢者の楽しい集い処
どころ

　皆さんで集まっていただく憩い
の場を設けています。お茶友達を
見つけたり、皆さんでゲームや歌
を楽しんだりして、和やかな時間
を過ごしましょう（火曜日～金曜
日は楽しいイベントも開催）。
※食べ物、飲み物など持ち込み自由
と　き　火曜日～土曜日
①午前10時～11時30分
②午後２時～３時30分
１週間のイベント（予定）

▽火・木曜日…声を出して健康づくり

▽水曜日…手づくりビンゴ大会

▽金曜日…懐メロかるた取り
ところ　幸

さち

ドリーム（東町一丁目7－4）
※�さわやか号「ふれあい広場前」バ
ス停を下車すぐ

参 加費　各回500円（材料・菓子・飲
み物（１杯分）代などを含む）
※当日、会場でお支払いください。
問合先　幸ドリーム
　（原　☎090－8150－9324）
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