参加費 無料
※事前の申し込みは不要
認知症カフェ（４カ所で開催） よつばサロン
と き 令和２年１月10日
（金）
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい ☎84－3312）
午前10時～午後３時
認知症カフェは、認知症のこと
ところ 老人福祉関センター
で心配のある人やその家族、地域
問合先 華旺寿在宅介護支援セン
の人、
専門職などが気楽に集い、
交
ター
（☎96－3131）
流、情報交換、相談ができる場で
元気丸カフェ
す。
お茶を飲んだり、
くつろいだり、 と き 12月17日
（火）
「ゆっくりできる居場所」
として気
午後１時30分～３時30分
軽にお立ち寄りください。
ところ あいあい１階
※認知症に関する個別相談も実施
問合先 長寿健康課高齢者支援グ
対象者 認知症の人やその家族、
ループ
（☎84－3312）
地域住民など

もよおし

か

備えて安心！

お

す

ほっとスペース
と き 12月19日
（木）
午後１時30分～３時
ところ 亀山老人保健施設
問合 先 亀山在宅介護支援セン
ター
（☎83－5920）
かめカフェ
と き 12月22日
（日）
午前10時30分～11時30分
ところ 亀寿苑デイアップセンター
問合先 亀寿苑在宅介護支援セン
ター
（☎84－1212）
きじゅえん

防災コラム

防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

自宅の耐震対策はお済みですか？
南海トラフ地震などの大規模な地震が発生すると、倒壊した建物や転倒した家具等の下敷きになり、けがを
したり亡くなったりする危険があります。阪神・淡路大震災では、亡くなった人の約８割が建物や家具の下敷き
になったと言われています。こうした被害から身を守るには、
「建物の耐震対策」と「家具等の転倒防止」が非常
に重要です。
現在は、震度６強以上の地震に耐えられるように建築物の耐震基準が定められています。しかし、昭和56年
５月31日以前に建てられた木造住宅は、旧耐震基準で建てられているため、耐震性が低い可能性があります。
耐震診断によって建物の強度を確認し、現在の耐震基準を満たさない場合は耐震補強をしてください。
また、タンスや冷蔵庫などの大型の家具・電化製品は、倒れないように転倒防止器具などで固定しましょう。
そうすることで、家具の転倒により下敷きになることや、逃げ道がふさがれることを防ぐことができます。
市では、昭和56年５月31日以前に建てられた木造住宅の無料耐震診断や補強工事・除却工事への補助金の
交付や家具転倒防止器具の支給などを行っています。各種手続きや交付対象など詳しくは、市ホームページを
ご覧になるか、担当部署へお問い合わせください。
防災に関すること
防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）
木造住宅の耐震、家具転倒防止器具に関すること
都市整備課住まい推進グループ（☎84－5038）
木造住宅耐震関係 亀山市
家具転倒防止器具の支給・取付 亀山市

熊本地震
（平成28年）
で倒壊した住宅
出典：
（一財）
消防防災科学センター

※耐震関係の補助金や家具転倒防止器具の支給・取付
には条件がありますので、事前にご確認ください。
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親子でオリジナルの「クリスマス
リース」を作ってみませんか？
も

り

鈴鹿川等源流の森 林づくり協議
会事務局（産業振興課森林林業グ
ループ ☎84－5068）

第39回全国中学生人権作文コン
テスト三重県大会表彰式イベント
津地方法務局人権擁護課
（☎059－228－4193）

と き 12月14日
（土）
午後１時～３時
※開場は午後０時30分～
ところ 津リージョンプラザお城
ホール
（津市西丸之内23－１）
内 容
▷第39回全国中学生人権作文コ
ンテスト三重県大会表彰式
▷白子高等学校吹奏楽部コンサート
▷第20回人権フォトコンテスト
入賞作品展示
参加費 無料
※事前の申し込みは不要
14
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「COOL CHOICE
（=賢 い 選 択 ）
未来のために、
いま選ぼう。
」
をテー
マに、県内高校による農産物や弁
当等の販売、県内企業による規格
外品等を安価で販売するもったい
ない市、
エコ工作・体験など、
エコに
ちなんだイベントが開催されます。
と き 12月15日
（日）
午前10時～午後３時
ところ メッセウイング・みえ
（津市北河路町19－1）
入場料 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。

成人式のご案内

鈴鹿川等源流の森林づくり協議
会では、鈴鹿川等の源流が育む地
域資源を守り、次世代へ引き継ぐ
ための取り組みを行っています。
今回は、公園や山林で採取した
木の実などの自然素材を使って、
クリスマスリースを作ります。
また、坂本棚田で収穫されたお
米を使っておにぎりを作ります。
皆さん、一緒に地域が育む資源
に触れ、
学んでみませんか？
と き 12月14日
（土）
午前10時～午後0時30分
ところ 石水渓野外研修施設
対象者 市内在住の中学生以下の
子どもとその保護者
定 員 10組
※申込者多数の場合は抽選
参加費 無料
持ち物など 工作ができる服装
申込期限 12月9日
（月）
申込方法 産業振興課森林林業グ
ループへ電話または直接お申し
込みください。

みえ環境フェア2019

三重県地球温暖化防止活動推進
センター
（☎059－245－7517）

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 12月19日
（木）
午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
※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。
※年金請求者以外の人が代理で相
談する場合は委任状
（様式は日本
年金機構ホームページ
［http://
www.nenkin.go.jp/］か ら ダ ウ
ンロード可）
が必要です。

令和２年１月 12 日（日）
午後２時～     ※受付は午後１時20分～
ところ 市文化会館大ホール
対象 者 平成11年４月２日～平成12年４月１日に
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）。

問合先 教育委員会生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

市役所
関支所

お知らせ

医療機関
（病院や処方せん薬局
など）
で受診する際は、
健康保険証
と一緒に福祉医療費受給資格証を
必ず提示してください。
提示いただかないと、医療費助
成の支払いが遅れたり、助成され
ない場合があります。

国土交通省

FAX82-9955
FAX96-2414

参加費 無料
持ち物 母子健康手帳
申込開始日 12月４日
（水）
助産師による授乳相談
申
込
方法
長寿健康課健康づくり
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい ☎84－3316）
グループへ電話または直接お申
「母乳だけで育てられるか心配」
、
し込みください。
「卒乳の方法を聞きたい」
「
、妊娠中
のおっぱいのケア方法を知りた
こころの健康相談
い」
など、
授乳に関する相談に助産
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）
師がお応えします。
と き 12月17日
（火）
専門医が相談に応じます
（予約
①午前９時30分～
制）
。秘密は厳守されますので、お
②午前10時～
気軽にご相談ください。
③午前10時30分～
と き 令和２年１月９日
（木）
④午前11時～
午後１時30分～３時30分
※①②③④のいずれかで相談時間
ところ 県鈴鹿庁舎保健所棟1階
は１組20分程度
対象者 こころに悩みを持つ本人
ところ あいあい１階集団指導室
またはその家族など
対象者 市内に住所を有する妊婦
費 用 無料
または産婦
申込方法 県鈴鹿保健所地域保健
定 員 ４組
（先着順）
課へ電話でお申し込みください。

各種検診・教室

福祉医療費受給資格証をお持ちの
人は医療機関で提示してください
市民課医療年金グループ
（☎84－5005）

☎ 82-1111
☎ 96-1212

三重河川国道事務所からのお知らせ

大雪で車が立ち往生しないよう

国道１号鈴鹿峠を通行止めにすることがあります！

これから本格的な冬シーズンに入りますが、三重県北中部でも降雪や気温低下により路面が凍結します。
三重河川国道事務所が管理する国道１号鈴鹿峠（亀山市関町沓掛から甲賀市土山町山中までの延長4.6km）で
は、車の立ち往生が発生するくらいの積雪が予測されるときは、予防的に通行止めした上で、集中的に除雪作業
を実施します（「予防的通行規制」と言います。）。道路を利用される皆さんには、ご理解とご協力をお願いします。
気象情報を常に確認し、
「大雪に関する緊急発表」が出された場合は、不要不急の外出は控えましょう。
大雪による車の立ち往生の様子

国土交通省 冬の三重
雪道運転まるわかり Navi

http://www.cbr.mlit.go.jp/
mie/snownavi/
問合先 国土交通省 三重河川国道事務所 道路管理第一課（☎059－229－2221）
広報かめやま
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亀山学校
～ご年配に知ってほしい整形の話～
亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

と き 12月12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 とら整形クリニック
院長 田中秀虎さん
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

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。

プログラミング教室

西野公園体育館
（☎82－1144）
東野公園体育館
（☎83－1888）

パソコンを使って簡単なプログ
ラミングの基本動作を覚える教室
です。冬休みにチャレンジしてみ
ませんか？
西野公園体育館会議室
と き 12月23日
（月）
、
12月24日
（火）
（全２回）
①午後２時～２時50分
介護予防教室
～健康体操・認知症予防～ ②午後３時10分～４時
（福）安全福祉会（☎83－1294） ③午後４時20分～５時10分
と き 12月の木曜日
（12月５日、 対象者
①、
②…小学1年生～３年生
12日、
19日、
26日）
※時間は①、
②いずれかを選択
※いずれも午後１時30分～３時
③…年長児
ところ 特別養護老人ホーム
定 員 ①、
②各12人 ③８人
安全の里（住山町590－1）
※いずれも先着順
対象者 介護予防に関心のある人
東野公園体育館会議室
参加費 無料
と き 令和２年１月６日
（月）
、
※１回からでも参加できます。
１月７日
（火）
（全２回）

市立医療センターだより

市立医療センターでは、市民の皆さんにクリスマス気分を感
じてもらおうと、
「クリスマスコンサート」を毎年開催していま
す。
すてきな演奏や歌声に、心癒されるひとときを過ごしません
か？ぜひ、
お気軽にお越しください。
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12月の納期

（納期限・口座振替日）

12月25日（水）
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

令和２年

１月６日（月）

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
口座振替をお勧めします。

市立医療センター
（☎83－0990）

クリスマスコンサートを開催！

と き 12月15日（日）午後１時～２時30分
ところ 市立医療センター玄関ロビー
内 容 地元の音楽愛好団体による演奏や合唱
職員による演奏など
入場料 無料
※事前の申し込みは不要

①午前９時～９時50分
②午前10時10分～11時
③午前11時20分～午後0時10分
対象者
①…年長児
②、
③…小学１年生～３年生
※時間は②、
③のいずれかを選択
定 員 ①８人 ②、
③各12人
講 師 テックプログレス三重講師
参加費 各コース 1,000円
申込開始日 12月３日
（火）
申込方法 参加費を持参の上、受講
したい会場へお申し込みください。

市役所
関支所

親子で作ろう
“しめ縄リース”教室

西野公園体育館（☎82－1144）

冬休みに、親子で作るしめ縄
リース教室を開催します。親子で
協力しながら楽しく作って、手作
りのしめ縄で新年を迎えませんか。
と き 12月26日
（木）
午前10時～正午
ところ 西野公園体育館 会議室
対象者 小学生とその保護者
定 員 20組程度
（先着順）
参加費 2,500円
申込開始日 12月３日
（火）
申込方法 参加費を持参の上、西野
公園体育館へお申し込みください。

（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、
認知症予防などについてご紹介し
ます。
と き 12月24日
（火）
午後１時30分～２時30分
ところ （公社）
亀山市シルバー人
材センター
（東町一丁目1－7）
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 高齢者ご本人やご家族（65
歳以上）などで、健康寿命延伸やイ
ンターネットに関心のある人
参加費 無料
※練習用タブレットは主催者が用意
申込方法 （公社）
亀山市シルバー
人材センターへ電話または直接
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
 「改元～市域に残る資料から～」コーナーも設

開館時間
休館日

FAX82-9955
FAX96-2414

認知症予防タブレット体験会
～楽しく健康長寿延伸にチャレンジ～

歴史博物館だより
（12月）

置しています。

☎ 82-1111
☎ 96-1212

12月６日（金）～12日（木）

●ウィークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ

「12月３日から９日までは

障害者週間です」
●エンドコーナー

「関認定こども園アスレ②」

12月13日（金）～19日（木）

●ウィークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
「年末年始特別清掃のお知らせ」
●エンドコーナー
「関認定こども園アスレ③」
※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。

歴史博物館
（☎83－3000）
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

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）
毎週火曜日
①12月２日（月）～ ６日（金）
（展示撤収のため）
②
16日（月）～20日（金）
（館内整理のため）
③
29日（日）～令和２年１月３日（金）
（年末年始）
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心とカラダのヨーガ

時間
（いずれかを選択）
▷午前９時30分～10時30分
（公財）亀山市地域社会振興会
（スポーツ研修センター ☎82－9092） ▷午前11時～正午
ところ スポーツ研修センター
初めての人から少し経験がある
和室
人までを対象にしたヨガ教室です。 （西野公園内）
（先着順）
皆さんで楽しくヨガに取り組み、 定 員 各20人
受講料 各5,000円
（ス ポ ー ツ 保
気持ちの良い汗を流しましょう。
険料、
会場使用料を含む）
と き 令和２年１月17日～３月27日
の毎週金曜日（３月20日を除く全10回） ※途中退会による返金はできません

図書館だより
（12月）

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10日
（火）
申込方法 受講料を持参の上、ス
ポーツ研修センター
（西野公園
内）
へ直接お申し込みください。

市立図書館
（☎82－0542）
関図書室
（☎96－1036）

おはなし会
12月11日
（水）午後３時～ 関文化交流センター
わくわく、
どきどき、絵本をあそぶ
図書館の新刊カバーに
12月７日
（土）午後３時～ 市立図書館（児童室）
広告を載せてみませんか？
子どもアニメ上映会
市立図書館では、
雑誌コーナー
12月４日
（水）午後３時～ 関文化交流センター
に並べられている新刊雑誌のス
たんぽぽの会による関紙芝居会
12月18日
（水）午後３時～ 関文化交流センター
ポンサーになっていただける企
クリスマス人形劇
業・団体・個人事業主を引き続き
12月22日
（日）午前11時～ 市立図書館（児童室）
募集しています。詳しくは、当館
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
に直接お問い合わせいただくか、
12月26日
（木）午前10時～ 市立図書館（児童室）
図書館ホームページをご覧ください。
テレホン童話
（☎83－0874）
［３分間の創作童話］
12月１日～15日 たまのしっぽ（久野陽子）
12月16日～28日 ヤモリのもりちゃん初めての冬（村上基子）
休館日 市立図書館…毎週火曜日、27日（金）、29日（日）～令和２年１月４日（土）
関図書室…毎週月曜日、27日（金）、29日（日）～令和２年１月４日（土）

図書館の本棚から
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●色彩／阿佐元明

●セロトニン／ミシェル・ウエルベック
●時空旅行者の砂時計／方丈貴恵
●あめといっしょに／田中由佳
●あおいアヒル／リリア

●めっちゃ好きやねん／新井けいこ
●広重の絵本／結城昌子

●古墳のなぞがわかる本／河野正訓

その他
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～新着だより～
●廃墟の白墨／遠田潤子

●私の家／青山七恵

児 童

『逃げ出せなかった君へ』
安藤祐介／著
KADOKAWA（2019年３月刊）
ブラック企業で働く同期3人と、
それにまつわるさまざまな人たちを
綴った連作短編小説。今働いている
人も、これから働こうとしている人
にも「仕事」や「生き方」について考え
る機会を与えてくれる１冊。

小 説

『大人の伊勢神宮 ― 幾度となく訪れ
たい、心の旅 ―』
Kankan ／写真 ワニブックス
（2018年５月刊）
三重県民には、なじみ深い場所で
ある神宮。ちょっと詳しい情報から
かなり深い情報まで、神宮の“今”を
知ることができる新しいガイドブッ
ク。

●お寺の掲示板／江田智昭
●読書会入門／山本多津也

●プロ野球怪物伝／野村克也

●斜めがけバックとリュック／日本ヴォーグ社

●もっと夢中になる！トランプの本／草場純

ほか352冊

市役所
関支所

募 集
小・中学校学校司書募集
教育委員会学校教育課
教育支援グループ
（☎84－5076）

募集人数 ６人程度
（非常勤）
業務内容 学校図書館にて、貸出
返却業務、蔵書管理、環境整備、
児童生徒への読書推進活動（読
み聞かせ等）、学校図書館を活
用した授業への支援、資料収集
など
応募資格 図書館司書または司書
教諭の資格を持っている人
任用期間 令和２年４月１日～
令和３年３月31日
勤務 時間 原則として午前８時
30分から、
7時間～7時間45分
の範囲で応相談
勤務日数 週２日～５日程度
勤務場所 市内小・中学校
賃 金
時間給1,100円
（予定）
募集期限 12月27日（金）必着
応募方法 教育委員会学校教育
課教育支援グループ
（〒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、令和２年１
月20日
（月）に市役所で面接を
実施

小・中学校外国語通訳（支援員）募集
教育委員会学校教育課
教育支援グループ
（☎84－5076）

募集人数 13人程度
（非常勤）
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、または複数の通訳と翻訳
ができる人
任用期間 令和２年４月１日～
令和３年３月31日

勤務 時間 原則として午前８時
30分から、
3.5 ～6.5時間程度
勤務日数 月平均５日～17日程度
勤務場所 市内小・中学校
（市内幼
稚園・教育委員会を含む）
賃 金 時間給1,250円
（予定）
募集期限 12月27日
（金）
必着
応募方法 教育委員会学校教育
課教育支援グループ
（〒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、令和２年１
月16日
（木）に市役所で面接を
実施

わくわくファミリーキャンプ
参加者を募集！

県立鈴鹿青少年センター
（☎059
－378 －9811、FAX059 －378
－9809）
冬の自然を感じながら、家族
の“絆”を 深 め ま せ ん か？ 野 外 炊
飯、
創作活動、
幻想的なキャンドル

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

ファイヤーなどの活動を通して、
冬の自然への理解を高めます。
と き
令和２年１月11日（土）～12日（日）
（１泊２日）
ところ 県立鈴鹿青少年センター
やその周辺
対象者 小・中学生とその保護者
募集人数 18家族
※申込者多数の場合は抽選
参加費 小・中学生 １人 3,000円
保護者 １人 4,000円
申込期間
12月５日
（木）
～20日
（金）
必着
申込方法 申込書に必要事項を
記 入 の 上、県 立 鈴 鹿 青 少 年 セ
ンターへ郵送（〒513－0825
鈴鹿市住吉町南谷口）
、
ファクス
または直接お申し込みください。
※申込書はホームページからもダ
ウンロード可
（ URL http://www.
mie-sports.or.jp/suzukayc）

2019年交通事故発生状況
人身事故
72件
（－1）

死亡者

（10月末時点
［暫定］
・亀山署管内）

負傷者

物損事故

3人
（＋3） 90人
（－5人） 1,101件
（+4件）
※
（

）内は前年同期比の増減数

～年末の交通安全県民運動～
１、期間
12 月 1 日
（日）
～ 10 日
（火）
の 10 日間
２、運動の重点
⑴高齢者と子どもの交通事故防止
⑵シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
⑶横断歩道における歩行者優先の徹底
⑷飲酒運転の根絶
３、強化日
12 月１日
（日）三重県飲酒運転０を目指す
推進運動の日
12 月２日
（月）自転車安全対策強化日
横断歩道における歩行者保護強化日
12 月９日
（月）シートベルト着用徹底強化日
亀山警察署（☎82－0110）
広報かめやま
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申込期限
12月12日
（木）午後３時
申込 方法 氏名、町名、電話番号、
門松の数
（１個か２個）を明記の
現在中学校１・２年生14人で活
上、ファクスまたは関支所、あい
動しています。
令和元年９月新人
※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。
あい、
市民協働センター
「みらい」
、
戦三重ブロック代表。
織りを楽しむ会 作品展
関北部ふれあい交流センターに
来年は東海大会を突破し、
全国
手織りにかこまれたくらし 大会出場を目指し、猛練習してい ある受付箱へ入れてください。
申込・問合先 亀山おもちゃの病院
タペストリー、
ストール、
バッグ ます。
［共通］
82－5667、
（土）
、
15日
（日）
、 （植田 ☎・FAX
など会員が思い思いに織り上げた と き 12月14日
不破 FAX96－2532）
21日
（土）
、令和２年１月４日～
作品を展示します。
お気軽にお越
19日の土・日曜日
しください。
考えてみよう！
と き 12月２日
（月）
～６日
（金） ※いずれも午前９時～午後４時
おもちゃの役割
（半日でも可）
午前10時～午後4時
（木）
ところ 三重茶農協直売所 茶気茶気 ところ 関総合スポーツグランド と き 12月26日
（御幸町174－6
［JR亀山駅前］
） 対象者 小学６年生～中学１年生 ①勉強会
午前10時30分～正午
参加費 無料
入場料 無料
持ち物など グローブ
（軟式用で ※受付は午前10時～
問合先 （田中 ☎82－1588）
も可）
、スパイク、練習用ユニ ところ あいあい２階大会議室
ぽっかぽかの会
内 容 療育の場で使われている
フォーム、
昼食、
飲み物
ランチトークのお誘い 申込・問合先 三重・関リトルシニ おもちゃについて
ア事務局
（渡辺 ☎090－2937 ※実際におもちゃに触れることが
ところ あいあい
できるので親子での参加もお待
－3391）
とき・内容
ちしています。
①12月９日
（月）
…～コミュニケー
の楽しい話 講 師 亀山ブレインジムインス
ションを大事にしながら～最重 「亀山宿語り部」
トラクター 栗本唯乃さん
（木）
度判定の26歳の息子のお母さん と き ①12月19日
②令和２年１月16日
②令 和２年１月20日
（月）…ただ
（木） 参加費 無料
今東京にて一人生活：自閉症の ※いずれも午後１時30分～２時30分 申込方法 住所、氏名を記入の上
息子さんとの歩み
ところ 市民協働センター「みらい」 FAXにてお申し込みください。
申込先 （服部 FAX83－2806）
③令和２年２月10日
（月）
…発達障 内 容
②おもちゃ図書館
害グレーゾーンの子どもの課題 ①四国遍路高知番外霊所
午後１時30分～３時
④令和２年３月９日
（月）
…働く大 （語り部 片柴康正さん）
ところ あいあい２階 生きがい
②亀山の山城
人になるために
工作室
（語り部 古川正子さん）
※時間はいずれも午前10時～
内 容 障がいのある子どもたち
参加費 無料
午後12時30分
におもちゃのすばらしさと楽し
※事前の申し込みは不要です
参加費 各回1,000円
さを…との願いから始まったふ
（ランチ・飲み物代込み） 問合先 亀山宿語り部の会
れあいの場です。
（浅田 ☎82－5638）
定 員 各10名
（先着順）
対象者 支援学校、
市内支援学級
申込 方法 住所、氏名、電話番号
ミニ門松作り参加者を募集
の児童・生徒とその保護者
を明記の上、ファクスまたはE
参加費 無料
メールでお申し込みください。 と き 12月22日
（日）
申込・問合先 ぽっかぽかの会
午後１時～４時
（予定） ※事前の申し込みは不要です
問合先 みっくすどろっぷす
（浜
 野 ☎・FAX
［共 通 ］
83－ ところ
4956、☎090－4791－3801、 関町北部ふれあい交流センター （服 部 ☎080－3615－4664
）
y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp） 参加費 １個につき500円（材料費） ［午後６時以降］

三重・関リトルシニア
選手募集と体験会案内
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