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申…込方法　子ども未来課子ども支
援グループへ電話または直接お
申し込みください。

モースポフェス 2020 SUZUKA
～モータースポーツファン感謝デー～
鈴鹿F１日本グランプリ地域活性化協
議会事務局（☎059－382－9020）
　モースポフェス 2020 SUZUKA 
～モータースポーツファン感謝
デー～に合わせて、2020鈴鹿F １
日本グランプリ地域活性化協議会
キックオフイベントを開催します。
　ブースでは、協議会の取り組み
の紹介や、亀山市と周辺市町の観
光・物産のPRを行います。
　また今回は、２輪車・４輪車メー
カーが多数参画し、世界で活躍するマ
シン・ライダー・ドライバーが2020
年シーズンの幕開けを彩ります。
と　き　３月７日（土）、８日（日）
ところ　鈴鹿サーキット
入場料　無料
※ページ下部の入場券を持参
※駐車料金1,000円/台が別途必要
そ…の他　詳しいイベント内容は、協

議 会 ホ ー ム ペ ー ジ（URLhttp://
suzuka21.com/）をご覧ください。

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。

かめやま人
びと

キャンパス
マルシェ in 関宿
教育委員会生涯学習課

社会教育グループ（☎84－5057）
　「東海道のおひなさま 亀山宿・関
宿」の開催に合わせて、かめやま人
キャンパス起業人養成講座の参加者
によるマルシェ（物販イベント）を行
います。開催日当日に関宿にお越し
の際は、ぜひお立ち寄りください。
と　き　２月23日（祝）
　　　　午前10時～午後２時
ところ　関まちなみ文化センター
　　　　（関町中町463－3）

児童虐待防止講演会
子ども未来課子ども支援グループ

（あいあい　☎83－2425）
　児童虐待は、どこでも誰にでも
起こりえる身近な問題です。虐待
を見聞きしたり、相談を受けたり
した場合、どのように対応すれば
よいのでしょうか？対応のポイン
トを学ぶ講演会です。
と　き　２月28日（金）
　　　　午後３時～５時
ところ　あいあい２階研修室
演…　題　子どもを守る ～児童虐

待の実態と対応について～
講　師　鈴鹿児童相談所
　　　　所長　森本良一さん
参加費　無料

環境講演会「15年の輝
キ セ キ

跡」
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）
　平成17年の設立以降、15年の長
きにわたり時代を先取る環境政策を
研究・立案し、亀山市の環境施策を推
進してきた亀山市総合環境研究セン
ターの取り組みを振り返ります。
　センター長による講演、パネル
ディスカッション、亀山中学校吹奏
楽部による演奏を予定しています
ので、ぜひお気軽にご参加ください。
と　き　２月23日（祝）
　　　　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
内　容
① 基調講演「亀山市総合環境研究

センターの15年間の成果と課
題 ～国連持続可能な開発目標

（SDGs）と亀山創生を担う人材
育成～」（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）
② パネルディスカッション「これ

まで×亀山市×これから」
　 （コーディネーター…朴 恵淑さん、

パネラー…シャープ（株）　白瀧 
勝さん、三重大学　安部大樹さん、
亀山高校　上田拓真さん・草川亜
美さん、亀山市長　櫻井義之）

③亀山中学校吹奏楽部による演奏
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
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モースポフェス 2020 SUZUKA
令和２年３月７日（土）

※当日限り有効（10人まで）
※駐車料金1,000円/台が別途必要

モースポフェス 2020 SUZUKA
令和２年３月８日（日）

※当日限り有効（10人まで）
※駐車料金1,000円/台が別途必要

※
切
り
取
っ
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

✂
✂

✂

✂



暮らしの情報

申…込方法　（公財）亀山市地域社会
振興会へ電話でお申し込みくだ
さい。

亀山地域障がい者就職面接会
鈴鹿公共職業安定所（ハローワーク
鈴鹿　☎059－382－8609）
　障がいのある人の雇用を実施・
予定している企業の人事・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
容や職場環境について、話が直接
聞けるチャンスです。一般企業へ
の就職を考えている障がいのある
人は、ぜひご参加ください。
と　き　３月６日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階大会議室
参…加企業　障がいのある人の雇用

を実施・予定している企業（５社
程度）
対…象者　ハローワークに求職登録

をしている障がいのある人
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
持…ち物　履歴書（できるだけご持参

ください）、ハローワークカード
※ ハローワークに求職登録をして

おらず、ハローワークカードを
お持ちでない人は、面接会前日
までにハローワーク鈴鹿へお問
い合わせください。

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22日（土）
　　　　午前10時～正午
と…ころ　あいあい２階大会議室・

研修室・生きがい工作室
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「免疫力について」、ストレッ
チ体操、簡単お料理試食会、亀山
QOLタブレットの体験、健康測定
対象者　健康寿命延伸に関心のある人
参加費　無料
※事前の申し込みは不要

グラウンドゴルフ大会
（公財）亀山市地域社会振興会

（☎82－7111）
　皆さんでグラウンドゴルフを楽
しみませんか？上位賞、参加賞な
ども用意しています。
と　き　２月29日（土）
　　　　午前９時30分～
※雨天時は中止
ところ　亀山公園内芝生広場
対象者　小学生以上
定　員　60人程度（先着順）
参加費　１人200円
※クラブの貸し出しあり

クリーン作戦の実施
亀山市地区衛生組織連合会事務局

（環境課環境創造グループ内　☎
96－8095）
　亀山市地区衛生組織連合会では、
毎年「クリーン作戦」を実施し、市域
の環境美化啓発活動に努めていま
す。今回は、昨年に引き続き犬のフ
ン害対策として、「イエローチョー
ク作戦」を実施します。実施日時に
は、対象地区で亀山市地区衛生組
織連合会の会員や市内協力企業・
団体の人が清掃・啓発活動を行い
ますので、ご理解をお願いします。
※ 「イエローチョーク作戦」とは、

道路などに放置された犬のフン
を減らす方法として、フンの周
囲を黄色のチョークで囲うこと
で、飼い主に飼い犬のフンの持
ち帰りを啓発する取り組みです。
と　き　３月１日（日）
　　　　午前９時30分～11時
※雨天時は中止
ところ　中部中学校区の通学路など

年金だより
市民課医療年金グループ（☎84－5005）、日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

国民年金保険料の納付は口座振替がお得です！

　国民年金保険料の納付には、口座
振替が利用できます。
　口座振替を利用すると、保険料が
自動的に引き落とされるので金融機
関などに行く手間が省ける上、納め
忘れもなく、とても便利です。
　また、早割や前納で納付すると保
険料が割引されます。
●日本年金機構ホームページ
URL http://www.nenkin.go.jp/

▪保険料を【早割】にすると月50円（年間600円）のお得！
毎月の口座振替が、当月分保険料を当月末に引き落と
す早割で月 50 円割引になります。

▪６カ月分・１年分・２年分をまとめて【前納】するとさらにお得！
現金納付よりも割引額が多い６カ月前納・１年前納・２年前納があ
り、大変お得です。
＜口座振替での前納の申し込みはお早めに！＞
令和２年度分の６カ月前納（４月分～９月分）・１年前納・２年前納の
申込期間は２月28日（金）までです。

2 広報かめやま　令和２年２月16日号



暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

あいあいトレーニング室
ミニ運動講座

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　体を動かしながら頭の体操をしま
す。脳の活性化につなげましょう！
と　き

▽３月11日（水） 午前10時30分～
　…脳トレーニング①

▽３月25日（水） 午後２時30分～
　…脳トレーニング②
※各回20分程度
ところ　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
持…ち物など　タオル、室内用トレー

ニングシューズ、動きやすい服装
そ…の他　中学生以下の子ども同伴

での利用はできません。

あいあいトレーニング室
利用説明会

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
と　き

▽３月４日（水） 午前11時～正午
▽３月18日（水） 午後２時～３時

ところ　あいあい１階トレーニング室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持…ち物など　タオル、室内用トレー

ニングシューズ、動きやすい服装
申込開始日　２月21日（金）
申…込方法　長寿健康課健康づくり

グループへ電話または直接お申
し込みください。
そ…の他　中学生以下の子ども同伴

での利用はできません。

令和２年度｢鈴鹿峠自然の家｣
予約抽選会を行います

教育委員会生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）
　鈴鹿峠自然の家は、キャンプや
合宿などができる野外活動施設で
す。豊かな自然の中で、青少年活動
などに活用してもらうために、次
の団体を対象に予約抽選会を行い
ます。
と　き　３月16日（月）
　　　　午後２時～
ところ　亀山市職員会館２階
　　　　（市役所東隣）
対…象団体　おおむね20人以上で

の宿泊・利用を伴う青少年・社会
教育団体

※ 予約抽選会への参加希望者は、
当日、会場へお越しください。

※ 予約抽選会以外の予約は、４月
１日（水）から随時受け付けます。

亀山市 パブリックコメント

意 見を提出できる人　市内に在住・在勤・在学する人、
市内で事業を行う人

閲覧・意見提出の期間　
　３月10日（火）まで（当日消印有効）
閲 覧場所　子ども未来課子ども総務グループ（あい

あい１階）、市情報公開コーナー（市役所２階）、関
支所窓口（閲覧は各施設の開庁時間内にできます）

※市ホームページからも閲覧できます。
URL https://www.city.kameyama.mie.jp

提 出方法　提出に必要な事項を記入（様式は自由）の
上、郵送、ファクス、Eメールまたは直接、子ども未
来課子ども総務グループ（〒519－0164　羽若町
545、FAX82－8180、 kodomosomu@city.
kameyama.mie.jp）へ提出してください。

提出に必要な事項
① 件名「第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画（案）」

に関する意見
②住所、氏名（ふりがな）
③勤務先または通学先（市外に在住する人のみ）
④意見
意見の取り扱いなど

▽  いただいた意見は取りまとめの上、回答とともに公表
します（個別に直接回答は行わない）。なお、公表するこ
とで個人の権利や利益を害するおそれのあるものは、
その全部または一部を公表しないことがあります。

▽  意見を提出していただいた人の氏名などの個人情報は、
公表しません。

▽公表は令和２年４月を予定しています。

問合先 子ども未来課子ども総務グループ（あいあい　☎84－3315）

　市では、「子どもの笑顔が輝く 子育て交流のまち かめやま」を目指して、さまざまな取り組
みを推進するため、令和２年度から５年間の取り組みの方向性を示す計画の策定を進めていま
す。このたび、「第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画（案）」を「亀山市子ども・子育て会議」
の審議を経て取りまとめました。より良い計画とするため、皆さんからの意見を募集します。

皆さんの声を反映させるため、意見をお寄せください！（意見公募）

第２期亀山市子ども・子育て支援事業計画（案）

3広報かめやま　令和２年２月16日号



暮らしの情報

ください。
※ 材料手配の都合上、３月１日（日）

以降のキャンセルは返金不可

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）
　ストレッチ、セラバンド（ゴム製
のトレーニング用バンド）体操、ス
クエアステップを組み合わせ、楽
しみながら筋力の衰えをくい止め
ましょう。
と　き　３月４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
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
※セラバンドは主催者で用意

ステンドフィルムアート教室
東野公園体育館（☎83－1888）

　ステンドグラスの雰囲気を持つド
アプレートを、自宅の玄関やドアに
飾ってみませんか？好きな文字を選
んで、オリジナル作品を作ります。
と　き　３月８日（日）
　　　　午前10時～午後０時30分
ところ　東野公園体育館会議室
対象者　18歳以上の人
定　員　10人（先着順）
参加費　2,000円（材料費含む）
申込開始日　２月22日（土）
申…込方法　参加費を持参の上、東

野公園体育館へ直接お申し込み

あいあい運動教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　昨年９月から実施してきた「あ
いあい運動教室」の総復習です。
と　き

▽３月11日（水） 午後２時～３時30分

▽３月25日（水） 午前10時～11時30分
※１回からでも参加できます。
ところ　あいあい２階大会議室
スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　　　　（中学生以下を除く）
定　員　各回30人
※初めての参加者を優先します。
参加費　無料
持…ち物など　タオル、飲み物、運動

靴、動きやすい服装
申込開始日　２月21日（金）
申…込方法　長寿健康課健康づくり

グループへ電話または直接お申
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　３月９日（月）～13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ときは、
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、バドミントン
火 バドミントン、ニュー

スポーツ（ソフトバレー含む）

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　３月２日（月）～６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33月月

※イメージ図
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※いずれも午後１時30分～３時
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
※事前の申し込みは不要
※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。
持…ち物など　飲み物、上履き、動き

やすい服装

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21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
費　用　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５日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　県鈴鹿庁舎保健所棟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。

大人の健康塾
指先を使って認知症予防 ～折り紙～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

と　き　３月３日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　野登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
※事前の申し込みは不要
持ち物　飲み物

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　３月の毎週水曜日（３月

４日、11日、18日、25日）

市民アナウンサー・市民記者市民アナウンサー・市民記者

　市内の行事やまちの情報を、一緒に発
信しませんか？市民アナウンサーとして
情報発信に携わることで、あなたのまち

「亀山市」がより身近になりますよ！

　取材という視点でまちをみると、新たな
発見ができて、とても刺激的です。見たま
ま感じたままに、身近な話題や行事などを
皆さんに紹介してみませんか？

市民アナウンサー市民アナウンサー
 上田さん 上田さん

募集中  
マイタウンかめやま 市民アナウンサーマイタウンかめやま 市民アナウンサー

　行政情報番組「マイタウンかめやま」（ケーブルテレ
ビ123ch）では、市民アナウンサーが、地域の身近な話
題やイベント、行政からのお知らせなどを分かりやす
く紹介しています｡地域のホットな情報を、ぜひ皆さ
んからお届けください！
応募資格　

▽市内に在住または在勤の18歳以上の人

▽月曜日または火曜日の午前や午後に収録が可能な人
内　容　スタジオ収録など（スタジオは関支所）
※収録回数は年６回程度、収録時間は１時間程度
※ 申込時に希望の時間帯をお伝えください。仕事が終わっ

てからの時間帯などでも可能なかぎり調整します。
※ スタジオ収録以外に、そのほかの収録をお願いする

場合があります。
出演期間　４月１日～令和３年３月31日（１年間）
募 集人数　10人程度

広報かめやま 市民記者　広報かめやま 市民記者　
　広報かめやま「市民記者が行く!! かめやま見てある
記」コーナー（裏表紙）で、市民記者が取材した地域の
身近な話題や行事などを掲載しています。
応募資格　市内に在住または在勤の18歳以上の人
内 　容　地域の身近な話題や行事等の取材や写真撮

影、取材した記事の作成（400字［原稿用紙１枚］程
度の文章と写真２点～３点）など（年４回程度）

※記事の作成は、職員がアドバイスします。
活動期間　４月１日～令和３年３月31日（１年間）
募 集人数　３人程度

共通事項
募集期限　３月23日（月）必着
応 募方法　政策課広報秘書グループ（市役所２階）、関

支所、あいあいに設置してある応募用紙に必要事項を
記入の上、広報秘書グループへお申し込みください。

※応募用紙は市ホームページからもダウンロード可

市民記者市民記者
 松村さん 松村さん問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5021）
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暮らしの情報

募集期限　２月28日（金）
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、面接を後日実施）。

亀山７座トレイル登山イベント
子どもと一緒に観音山に行こう！

参加家族の募集
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）
　豊かな自然にふれあい、楽しい
時間を過ごしてもらうために、親
子向けのハイキングを開催します。
と　き　２月29日（土）
　　　　午前９時～正午頃
※雨天時は中止
ところ　観音山周辺
集合場所　関支所玄関前
定　員　10家族（先着順）
対象者　小学生とその保護者
参加費　無料
申込期限　２月25日（火）
申…込方法　地域観光課観光交流グ

ループへ電話または直接お申し
込みください。

※ 約4.5㎞の周回コースとなり、急な

坂道もあるので、お子さんの体力
を考慮の上、お申し込みください。
そ…の他　参加小学生には、当日に関

宿で開催の「関宿ひなまつり市」の
関宿まちづくり協議会出店ブース
で利用できる無料券を進呈
主…　催　「亀山７座トレイル」登山

道活用ネットワーク
協　賛　関宿まちづくり協議会

小・中学校の「講師」募集
教育委員会学校教育課

学事教職員グループ（☎84－5075）
　令和２年度に、市内の小・中学校
で勤務する講師（常勤・非常勤）を
募集しています。
応募資格など

▽  希望する校種・職種・教科などの
教員免許を有する人または令和
２年３月に取得見込みの人

▽  子どもに対する愛情、教育者と
しての情熱と責任感を持ち、心
身ともに健康で意欲ある人（経
験や年齢は問わない）

※ 応募方法など詳しくは、教育委
員会学校教育課学事教職員グ
ループへお問い合わせください。

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、親子の絆を深める
ため、楽しく拳法を学びませんか？
と…　き　４月４日～６月６日の毎

週土曜日　午後１時～２時（５
月２日、30日を除く全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　年中児、年長児、小学校

低学年児とその保護者
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）
※保護者１人・子ども１人で１組
※ 兄弟姉妹も同時に受講すること

も可（受講料は別途必要）
持…ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装
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。

募　集
関文化交流センター施設管理人
（会計年度任用職員）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て、
地域活動に関心のある人
任…用期間　
　４月１日～令和３年３月31日
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900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

　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26日（木）～４月４日（土）の午前８時～午後７時
※日曜日を除く
※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　30人程度
料　金　下表のとおり

申込期限　２月21日（金）必着
申 込方法　子ども未来課子育てサポートグループへ、申込書を提出してく

ださい。
※ 申込書は、子育てサポートグループにあります（市ホームページ［子育て

サポートグループのページ］からもダウンロード可）。

3月26日（木）～31日（火）４月１日（水）～４日（土）料金（定額）
４月入学の人 利用できません 利用可 3,000円
４月から２～６年生の人 利用可 利用可 8,000円
３月卒業の人 利用可 利用できません 4,000円

子ども未来課子育てサポートグループ（あいあい　☎96－8822）☎96－8822）
長期休暇子どもの居場所事業（春休み）利用者の募集長期休暇子どもの居場所事業（春休み）利用者の募集
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

関まちなみ文化センター
貸店舗利用事業者の募集
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）
　関宿の訪問客へのおもてなし、
まちなみの活性化、地域との交流
などを行い、貸店舗敷地で「関宿」
の魅力を積極的に発信していただ
ける事業者を募集します。
※ 募集要項や施設内容など詳しく

は、地域観光課観光交流グループ
へお問い合わせいただくか、市
ホームページ（観光交流グループ
のページ）をご覧ください。

※ 応募書類を審査し、令和２年５
月下旬に結果を通知します。
募集期限　３月31日（火）
貸店舗所在地　関町中町463－3

令和２年度会員の募集
NPO法人Let’sスポーツわくわくらぶ

（☎080－1608－6119）、文化スポーツ
課スポーツ推進グループ（☎96－1224）
　総合型地域スポーツクラブ「NPO
法人Let’sスポーツわくわくらぶ」の
令和２年度の入会受付を行います。
受付日時　２月29日（土）、３月７日（土）
※いずれも午前９時～11時
受付場所　関文化交流センター
教…室（種目）　Jr.スポーツあそび、

水泳、バドミントン、ソフトテニ
ス、健康運動、アクアビクス、ヨ
ガ、カヌー、子ども伊勢型紙など
年会費　2,000円
※教室受講料と保険料が別途必要
申…込方法　申込書に必要事項を記

入の上、年会費などを添えて受
付場所でお申し込みください。

※ 初級水泳教室は、２月29日（土）
午前８時30分から整理券を配布

※ ３ 月 ８ 日（日 ）以 降 は、NPO法 人
Let’sスポーツわくわくらぶホーム
ページ（URL https://wakuwaclub.
net/）から受け付けます。

※ 教室内容、受講料などは、募集要項
（市内の運動施設などに設置）また
はホームページをご覧ください。

2019年 犯罪発生状況2019年 犯罪発生状況
2019年中・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況

※（　）内は前年比の増減数

総　数
205件（－71）

江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
104件（－53）53件（－11） 16件（＋9） 22件（－16） 10件（±0）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

はじめてのボードゲーム
　みんなでボードゲームして遊び、
多くの人とのコミュニケーション
を楽しみませんか？
と　き　２月23日（祝）
　午後１時～６時（入退室は自由）
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山ボードゲーム会HIT
　（☎090－4252－9641）

税理士による日曜無料税務相談会
　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。
と　き　２月23日（祝）
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
※いずれも10分前に受付開始
※受付を早めに終了する場合あり
③事業所得を有する人（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
問合先　東海税理士会鈴鹿支部
　　　　（☎059－382－7715）

※ 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。

2月21日（金）～27日（木）
●ウィークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「多文化共生社会の推進について」
●となりまち“い・こ・か”（亀山市）
　「東海道のおひなさま 亀山宿・関宿」
●エンドコーナー「みずきが丘道伯幼稚園①」
２月28日（金）～３月５日（木）
●ウィークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「春の火災予防運動について」
●エンドコーナー「みずきが丘道伯幼稚園②」

　 亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

自動車盗にご注意！自動車盗難防止機器などを活用しましょう
　自動車盗難が組織化しています。窃盗団は鍵を壊したり、窓ガラスを
割ったりして車内に侵入し、キーシリンダーを壊すなどして車を盗みます。
　イモビライザー（盗難防止装置）をつける、ハンドル固定装置やバー式
ハンドルロックをつける、タイヤロックやホイールロックをつける、自
動車盗難警報装置をつけるなど、複数の防犯対策を組み合わせましょう。
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～建築物を建てられる人へ～

　狭あい道路に面した土地で、セットバックした「後退用地」やそれに伴う「すみ切り用地」
を寄附していただいた場合に、建築主などが負担する費用の一部について、助成金や報償金
の支給を行っています。この助成制度などが、令和２年４月１日から変わります。

【主な改正内容】
　セットバックの際に支障となる物件の除却や移設、土地の整地に係る費用の一部を助成する
制度を新設します。また、区域にかかわらず、土地所有者が市に後退用地を寄附する際に必要と
なる測量・分筆登記等を行うための費用に対する助成額を15万円を上限に支給できるように変更
するなど、これまでより利用しやすい制度に改正します。

令和２年３月31日まで（改正前） 令和２年４月１日から（改正後）

助成金

除却・整地などに係る費用についての支給
なし

除却・整地などに係る費用について、１件1/2ま
たは30万円のいずれか低い額を支給する

（立地適正化計画の居住誘導地域内のみ ※参照）

測量・分筆・抵当権等の権利の抹消にかか
る費用について一律５万円を支給する

測量・分筆・抵当権等の権利の抹消にかかる費用
について15万円を上限に支給する

報償金 後退用地の面積に応じて支給する 後退用地の面積に応じて15万円を上限に支給する

※ 平成29年10月策定の「亀山市立地適正化計画」で指定された「人口減少の中にあっても一定のエリアにお
いて人口密度を維持することにより、日常生活サービス機能や公共交通が持続的に確保されるよう、居住
を誘導すべき区域」のこと。詳しくは、市ホームページ（「亀山市立地適正化計画について」ページ）をご確
認ください。

「狭あい道路」とは？
「セットバック」とは？
　幅員４m未満の道路を「狭あい道路」と
呼びます。狭あい道路に接する都市計画区
域内にある敷地で、建物の新築や建て替え
などを行う際は、道路中心線から２m以上
後退（セットバック）して建築等を行わな
ければならないことが建築基準法で義務
付けられています。現在接している道路の
中心から２mの範囲は、住居などの建物は
もちろん、ブロック塀等もつくることがで
きません。

問合先 用地管理課管理グループ（☎84－5102）

狭あい道路後退用地等に係る狭あい道路後退用地等に係る
助成金、報償金の制度が変わります助成金、報償金の制度が変わります
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子育て支援センターの催し 各種相談
亀山子育て支援センター　☎84－3314
ひよこくらぶ

3日（火）・17日（火） 10：30 ～11：00

マミーズおはなしボックス

13日（金） 10：30 ～11：00

おりがみだいすき

23日（月） 11：00 ～11：30

関子育て支援センター　☎96－0203
ぽっぽくらぶ

4日（水）・18日（水） 10：30 ～11：00

ひまわりママとあそぼう

12日（木） 10：30 ～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030
遊ぼうデー「サーキットあそびをしよう」

11日（水） 10：00 ～10：45　

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎090－1566－1523
東海道のおひな様を見に行こう（商店街を散歩しよう）

2日（月） 10：30 ～11：30　

※当日は10：20までにコスモスルームへお越しください。

※帽子、防寒着、飲み物をご持参ください。

読み聞かせの会

17日（火） 11：30 ～11：45

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
どれだけ大きくなったかな（身体測定）

5日（木） 10：00 ～11：00

みたてあそびと人形劇

12日（木） 10：00 ～11：00

サーキットあそびをしてみよう

19日（木） 10：00 ～11：00

お散歩に行こう

26日（木） 10：00 ～11：00

 育児相談　※母子健康手帳を持参
　４日(水)　13：30 ～14：30　あいあい

 １ 歳６カ月児健診　※平成30年８月の
出生児対象。受付時間は個人通知します。

　19日（木）　あいあい

 ３ 歳児健診　※平成28年９月の出生児
対象。受付時間は個人通知します。

　12日（木）　あいあい 

保健だより

広報ガイド 3月

長寿健康課健康づくりグループ　☎84－3316

人権相談
人権擁護委員による相談

9日（月）13：00 ～15：00
市役所西庁舎1階南小会議室

☎96－1223

25日（水）13：00 ～15：00 関支所１階応接室１
☎96－1223

よろず人権相談
人権擁護委員による相談

19日（木）13：00 ～15：00 あいあい１階個別相談室
☎96－1223

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

9日（月）13：00 ～15：00
市役所１階市民対話室

☎84－5008

18日（水）13：00 ～15：00
関支所１階応接室１

☎84－5008

法律相談
弁護士による相談。
予約制（１カ月前から受付）

17日（火）13：30 ～15：50
市役所１階市民対話室

☎84－5008

30日（月）13：00 ～16：30
市役所１階市民対話室

☎84－5008

市民活動なんでも相談
相談員による相談。予約制（当日申込可）

17日（火）13：00 ～17：00
市民協働センター「みらい」

☎84－5008

交通事故相談
専門相談員による相談。予約制
（1カ月前から3/17正午まで受付）
※�申込者がいない場合は開設しません。

18日（水）13：30 ～15：30
市役所１階市民対話室

☎84－5035

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困り
ごと相談。予約制（当日申込可）

13日（金）
27日（金） 

13：00 ～15：00
あいあい１階相談室２

☎82－7985

心配ごと相談
（元公証人［弁護士］による法律相談）
相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律
相談。予約制（当日申込可）

13日（金）
27日（金） 

13：00 ～15：00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

社協による法律相談
成年後見、権利擁護に関する弁護士
による相談。予約制（3/27正午まで
受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

30日（月）10：00 ～12：00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

ボランティア相談
ボランティアによる相談

13日（金）13：30 ～16：00
あいあい２階

ボランティアルーム
☎82－7985

子ども医療相談
児童精神科医による相談

26日（木）13：50 ～17：00 あいあい２階
☎83－2425

療育手帳の相談・判定
児童相談所職員による相談・判定

2日（月）
16日（月）

9：10 ～15：50
あいあい２階
☎83－2425

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

月～金曜日
※祝日を除く

9：00 ～17：00
あいあい２階
☎83－2425

青少年相談
※�ニートやひきこもりなど青少年の
自立支援

月～金曜日
※祝日を除く

9：00 ～17：00
青少年総合支援センター

☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日
※祝日を除く

9：00 ～16：00
鈴鹿亀山消費生活センター

☎059－375－7611
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一次救急
当番医 3月

日 医療機関名・所在地 電話番号 担当医師
２ 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

３ 火 みえ呼吸嚥下　
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

４ 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
５ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
６ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
７ 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
９ 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

10 火 みえ呼吸嚥下　
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

11 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
12 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
13 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
14 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
16 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

17 火 みえ呼吸嚥下　
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

18 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
19 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
21 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
23 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

24 火 みえ呼吸嚥下　
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

25 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
26 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
27 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
28 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

31 火 みえ呼吸嚥下　
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

問合先　☎82－1111（市役所代表）

お願い
○�夜間・休日などの当番医療機関は、急病
に対するもので、担当医師の専門分野以
外の症状には、対応できない場合があり
ます。

○�できるかぎり、昼間の診療時間内に受診
しましょう。

○�担当医師や診療場所が変更となる場合
がありますので、事前に電話で確認して
から受診してください。

○�健康保険証、医療費受給資格証（子ども医
療費など）、診療費、お薬手帳（または服用
している薬）を必ずお持ちください。

※�夜間時間外応急診療や休日の当番医は、市ホーム
ページ（長寿健康課健康づくりグループのページ）
でも案内しています。

急な子どもの病気の
電話相談
＜みえ子ども医療ダイヤル＞

☎♯8000 または ☎059－232－9955
（午後７時30分～翌朝８時）

※ 子どもの病気・薬・事故に関することに
ついて、医療関係の専門相談員が電話
による相談を実施しています。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の
一次応急診療を実施しています。
��【診療時間】�午後７時30分～10時（受付：午後７時～９時30分）

日 医療機関名・所在地 電話番号
１ 日 ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017
８ 日 皮ふ科 野内クリニック 南崎町 98－4112
15 日 のぼのクリニック 能褒野町 85－3636
20 祝 松葉耳鼻咽喉科 東台町 83－0087
22 日 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500
29 日 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 84－3536
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

かめやま見てある記

医療機関の照会

＜三重県救急医療情報センター＞
☎059－229－1199 （終日）

※ 「今、診てもらえる医療機関」を24時間
365日案内しています。

※ 深夜などは、お問い合わせに対して最
寄りの医療機関を紹介できない場合が
あります。

※ 県ホームページからも、受診可能な医
療機関や、県内医療機関の詳しい情報
などを検索できます。

●日曜日・祝日の当番医
�【診療時間】�午後１時～７時30分（受付：午後７時まで）

医療ネットみえ


