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主 な 内 容

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは、各問合先にご確認ください。



　消防団では、年間を通じて日夜活動しています。主な活動、行事を紹介します。

　毎年１月に、関係者や地域の皆さんの列席のもと、亀
山西小学校体育館で亀山市消防出初式を挙行していま
す。式典後は、消防団員と消防職員による一斉放水も行
います。

　毎年５月に鈴鹿川勧進橋上流左岸河川敷で、消防団
員、消防職員、少年消防クラブ員と合同で実施します。
　この訓練では、水防に関する知識と技術、基本的な水
防工法を習得し、風水害発生時に迅速な活動ができる
ことを目的としています。

　毎年７月ごろに、亀山消防署北東分署で開催します。
数カ月に及ぶ訓練期間を経て、市内12分団が動作の正
確さや速さなどを競います。
　優勝した分団は、三重県消防学校で開催される三重
県消防操法大会へ出場します。平成26年には第九分団
（関地区中央）、平成30年には第四分団（川崎地区）が、
三重県消防操法大会で優勝を果たしました。

地域防災力の中核を担う消防団
　消防団とは、「消防組織法」に基づき、市町村に設置される消防機関です。また、消防団員は、
消防活動を行う権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員です。
　亀山市消防団は、市内12の分団と女性分団で構成され、現在398人で活動しています。異
なった職業を持つ地域住民によって構成され、「自分の地域は自分で守る」という郷土愛の精神
で活動しています。火災や風水害等の災害発生時には、消火活動などの災害対応を行っています。
また、平常時には火災予防の広報活動や応急手当の普及啓発活動を行い、平常時・非常時を問
わず地域に密着し、消防・防災のリーダーとして、市民の安心と安全を守っています。

◆各種訓練
　（放水訓練、小型ポンプ操法訓練、機械器具取扱い訓練等）
◆月２回の消防車両、機械器具等の点検
◆火災予防広報・啓発活動
◆応急手当の指導・普及啓発活動

平常時

主な年間行事

消防出初式

水防訓練

消防操法大会

◆火災現場での消火・警戒活動
◆救助活動や行方不明者の捜索活動
◆風水害等の災害防ぎょ、危険箇所の警戒・パトロール

非常時

059－229－1199 検 索医療ネットみえ
http://www.qq.pref.mie.lg.jp/●三重県救急医療情報センター

（終日）

問合先
消防本部情報指令課情報指令グループ

（☎82－0244）

～見直そう119番通報～

11月９日は
119番の日

　18年前、亀山市に引っ越し
て家を建てた時、この地域に根
差して生きていきたいと思いま
した。子どもたちも少し手が離
れ、時間に余裕が出てきた頃
に、幼稚園のママ友から女性消
防団の存在を教えてもらい、入
団説明会に参加したのが入団
のきっかけです。
　入団後、消防団活動につい
て分からないことは先輩団員

から丁寧に指導していただきました。また、育児や
家事のことについても先輩団員からいろいろアドバ
イスをもらい、ここでしかできないたくさんの貴重な
体験をさせていただきました。
　これからも消防団活動を通して地域住民との交
流を深め、地域のために少しでも役に立ちたいと
思っています。私たちと一緒に活動していただける
女性消防団員が増えればうれしいです。

女性分団 団員
中里 実穂さん

（平成26年４月１日 入団）

「サイレンを鳴らさないで」との要望がありますが、法令で定めら
れているため、消防車・救急車はサイレンを鳴らさずに緊急走行を
することはできません。ご理解をお願いします。
自宅からの救急要請は、固定電話の使用をお願いします。通報者の
正確な位置情報が得られるので、いち早く災害住所を特定できます。
※携帯電話からの通報は、かける場所によって他市の消防本部へつながる可能性が
　ありますので、必ず通報場所を伝えてください。

通報内容によっては、心肺蘇生法などの応急手当を指導します。
救急隊が到着するまで、ご協力をお願いします。

　親の家業を継ぐために亀山
市に帰ってきた時に声を掛けて
もらったのですが、慣れない仕
事に追われ、なかなか入団でき
ず、ようやく入団できたのが７
年前でした。これまで消防団が
何をしているのか全く知らな
かったのですが、入団してすぐ
に亀山市消防操法大会の選手
に抜てきされ、仲間と共に厳し
い訓練に耐え、三重県消防操

法大会出場を経験させていただきました。また、出初
式、水防訓練、広報活動も消防団の大事な仕事であ
ることを知りました。入団して同級生と再会し、交流
が再開したり、今まで関わることのなかったさまざま
な世代の人と出会ったりすることができました。
　近年、日本各地で多くの水害等の災害が発生し
ており、地域での防災が大変重要になってきていま
す。その時に、大切なのは地域との関係です。住んで
いる地域を守る大切な力となるため、皆さんも消防
団に入団しませんか？

第10分団 団員
北川 友和さん

（平成25年４月１日 入団）

119番通報の現状

病院へ行きたいけど、どこがある？

情報指令課からのお願い

　119番通報は消防本部情報指令課が受信します。昨年の119番通報
件数は全体で3,937件で、この中には無言電話や間違い電話、病院の
問い合わせなど減らすことが可能な電話が745件ありました。回線には
限りがあるため、緊急時以外は、119番通報をしないようにお願いします。
　また、消防本部では、病院の案内はできません。「救急車を呼ぶほどでは
ないが、どこか病院へ行きたい」などのお問い合わせは、次の三重県救急
医療情報センターへお問い合わせください。

　消防団に興味がある人、入団を希望する人は、消防団事務局（消
防総務課総務・消防団グループ内）までお問い合わせください。

※深夜などは、最寄りの医療機関を紹介できない場合があります。

火事 救助 救急 は119番へ！

※入団にあたり、所定の審査があります。また、各地域の分団には定員がありますので、申し込み時の状況によっては、希望に沿えない可能性もあります。

入団資格

市内に居住する18歳以上の人
志操堅固で、かつ身体強健な人●消防団事務局（消防総務課総務・消防団グループ内）

☎82－9491　　　shobosomu@city.kameyama.mie.jp
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お知らせワイドお知らせワイド

問合先 消防本部予防課予防グループ（☎82－9492）

2020年度全国統一防火標語

…防火ポスター最優秀賞の決定…
　市内小学校の４年生～６年生の児童を対象に
防火ポスターを募集し、審査の結果、最優秀賞を
川崎小学校５年生 柚木陽向さん、優秀賞を昼生小
学校５年生 草川剛琉さんが受賞しました。各作品
は火災予防運動のポスターに使用し、広く皆さんの
防火意識の高揚に活用します。

…住宅用火災警報器の交換時期について…
　住宅用火災警報器の寿命は約10年です。古くなると電子部品の寿命や電池切れなど
で火災を感知しなくなるおそれがあるため、適切に本体を交換する必要があります。定
期的に作動確認を行い、異常があった場合や交換時期が近くなった場合は、早めに交換
しましょう。
どこで買える？
　近くのホームセンターや電器店などで購入できます。ガス事業者からも購入可能です。
点検方法
　ひもを引くタイプとボタンを押すタイプのものがあり、電子音により異常の有無を
確認することができます。音が鳴らない場合は、故障の可能性があります。故障の場合は、
速やかに交換してください。
清掃方法
　ホコリや油がたまることにより、誤作動や故障の原因となることがあります。中性洗
剤を少量付けた布で軽く拭き取ってください。

最優秀賞作品 優秀賞作品

「その火事を　防ぐあなたに　金メダル」

11月９日～15日は、
秋の火災予防運動週間です！

　これからの季節は、火を使う機会が増え、空気が乾燥するため、火災が発生
しやすくなります。ストーブやガスこんろなどの使用の際は、注意が必要です。
　また、火災が発生したときに備え、住宅用火災警報器、住宅用消火器を設置
して、被害を最小限に抑える対策を取りましょう。

…こんろ火災について…
　こんろ火災の原因のほとんどが、使用者の不注意から発生します。調理中にその
場を離れないように心掛けることで、火災を未然に防ぐことができます。また、こん
ろ火災を防ぐために、以下の３点に気を付けましょう。
１．使用中はその場を離れない！その場を離れる際は、必ず火を消しましょう。
２．…こんろの周りに燃えやすい物を置かない！こんろの周りや換気扇、グリル内な

どは、常に清掃しておきましょう。
３．…古いガスホースは早めに交換を！劣化し、ひび割れ等が起こると、ガスが漏れる

おそれがあるため、定期的に点検しましょう。
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　市教育委員会では、市教育功労者に感謝の意を表し、
教育・文化などのさらなる充実と一層の振興を図るこ
とを目的に、教育功労者表彰制度を設けており、地域、
学校関係者の皆さんのご参加のもと、表彰を行ってい
ます。
　第３回目となる本年度は、学校保健衛生関係、学校運
営協議会・教育協議会関係、社会教育団体関係、学校教
育ボランティア関係の分野において、永年にわたり地
道に教育のために活動・努力をされた方々に対し、10
月４日に市文化会館中央コミュニティセンターで表彰
式を行いました。

令和２年度令和２年度
亀山市教育功労者表彰式亀山市教育功労者表彰式
　　　　　　～学校保健衛生関係者、社会教育団体関係者など ～学校保健衛生関係者、社会教育団体関係者など 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40人と４団体を表彰～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40人と４団体を表彰～

  令和２年度亀令和２年度亀山市教育功労者表彰…受賞者山市教育功労者表彰…受賞者  
～受賞者の皆さん おめでとうございます～　（敬称略）

受賞者代表コメント（落合　仁さん）
　亀山市教育功労者としてこのような場を
設けていただき誠にありがとうございます。
　これまでの活動の評価が認められたこと
に感謝するとともに、今後も児童・生徒の健
康保持増進に努めてまいります。

問合先 教育委員会事務局教育総務課教育総務グループ（☎84－5072）

学校運営協議会・教育協議会関係　（個人２人）

社会教育団体関係　（団体４団体）

学校教育ボランティア関係　（個人６人）

学校保健衛生関係　（個人32人）

志摩 玉美　巽 美香　佐野 築　西宇治 一男　金谷 泰裕　北澤 景子

亀山絵本と童話の会　おはなしの会 マミーズ　関図書サークル たんぽぽの会　関おはなし会

森 敏子　大橋 久和

落合 仁　豊田 美香　中村 郁哉　小林 治夫　伊東 経雄　谷口 洋三　田中 英樹　曽我 俊彦
一見 和良　服部 良二　内田 淑已　高橋 好夫　松葉 務　愛知 忠明　後藤 肇　岡 知道
岡本 徹　生川 克弥　林 隆俊　金原 耕司　久保田 幸伸　秋本 和宣　山田 敏彦　堀 隆一
落合 力　森 誠　岩瀬 克利　上荷 裕広　廣角 良治　鈴木 雅博　三田 静男　上田 里美

お知らせワイドお知らせワイド
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このプレートに見覚えはありませんか？【亀山市・子どもSOSの家】

問合先 教育委員会事務局生涯学習課社会教育グループ（☎84ー5057）教育委員会事務局生涯学習課社会教育グループ（☎84ー5057）

　市教育委員会では、地域ぐるみの「子どもの安全を守る環境づくり」の推進を目的に、子ども自身
が身の危険を感じた時、一時的な緊急避難場所となる「子どもＳＯＳの家」を設置し、子どもを対象
としたさまざまな事件の未然防止を図っています。令和2年10月現在で、市内781件の家庭および
事業者に登録いただいており、各学区単位で防犯活動にご協力いただいています。

　下校時刻になれば、学校付近を中心にパトロールを行い、児童・生徒に対する不審者等からの被害防止
活動に努めるほか、児童・生徒の行動に注意を払い、声掛けを行うなど、喫煙や万引きなどの不良行為のきっ
かけを作らないよう抑止力となって、青少年の健全育成を推進しています。また、現在、講習を受けた市内３
地区（野村、南部、井尻）のボランティア団体が「自主防犯パトロール隊」として、補導員同様、青色回転灯を装
着したパトロール車による防犯活動を各地区で展開し、「子どもの安全を守る環境づくり」に寄与していた
だいています。

　青少年の非行防止および自立支援を目的に設置されている青少年総合支援センターでは、補導員が２班
体制で昼夜間、青色回転灯を点灯したパトロール車で、市内の巡回パトロールや不審者情報に基づいた現場
付近の特別パトロールを実施しています。

地域の安全・安心を支える巡回パトロール【青色防犯パトロール】

子どもＳＯＳの家は、何をするの？
　子どもたちの緊急避難場所としての役割を担う
「子どもＳＯＳの家」ですが、実際に子どもが駆け
込んできて、助けを求められたら、具体的に何をす
るのでしょうか。

…緊急時の対応…
　（登録者にお願いしていること）
①子どもの保護
　 安全を確保し、子どもを落ち着かせ、

事情の聞き取りを行います。
②警察への通報
　 110番通報により、聞き取った内容を

含め、状況を警察に伝達し、指示を
受けます。

※ 緊急でない場合は、亀山警察署に連絡
します。

③ 保護した子どもが通う学校およ
び教育委員会へ連絡（情報共有）

　 状況および受けた指示などを、関係機
関と情報共有します。
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亀山市名誉市民

特別協力  （公財）中村晋也美術館（URL http://www.ne.jp/asahi/musee/nakamura/index.html）

　彫刻家　   中村  晋也

　

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636）

情報交流ひろば情報交流ひろば

となりまちとなりまち
伊賀市伊賀市

甲賀市秘書広報課（☎0748－69－2101）

伊
賀
市

甲
賀
市

い こ かい こ か  
甲賀市甲賀市 亀山市亀山市

「リアル忍者」を知り・学び・体感
～�観光インフォメーションセンター
「甲賀流リアル忍者館」オープン～

ふるさと芭蕉の森公園の紅葉

　ふるさと芭蕉の森公園は、伊賀上野城を一望でき
るところに位置し、市民の憩いの場となっています。
公園内には四季折々の樹木が植えられており、秋に
は約200本の紅葉が景色を彩ります。
　また、公園内には10基の芭蕉翁句碑が建てられて
いますので、芭蕉さんに想いをはせながら散策して
みてはいかがでしょうか。

ところ　ふるさと芭蕉の森公園（伊賀市長田）
アクセス　名阪国道「大内IC」より車で約10分
問合先　伊賀市都市計画課
　　　　☎0595－22－9731

　「リアル忍者」を知り、学び、映像や体験型展示によ
り甲賀流忍者を体感できる施設「甲賀流リアル忍者
館」がオープンしました。
　甲賀流忍者に関する古文書などの資料や忍具を展
示するほか、プロジェクションマッピングで甲賀流
忍者の活躍を紹介するコーナーなどの楽しい仕掛け
が盛りだくさんです。
　土産物販売店もありますので、旅のスタート地点
として、ぜひお立ち寄りください。

ところ　忍の里プララ甲南情報交流センター内
　　　　（滋賀県甲賀市甲南町竜法師600）
開館時間　午前10時～午後４時（休館日：月曜日、年末年始）
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在

は一部使用できない忍者体験があります。
問合先　甲賀流リアル忍者館  ☎0748－70－2790

作品紹介「ふるさとあい」 Vol.53

　幕末、薩摩から英国に渡った留学生19人の中で最年少だったのが、
長沢鼎（本名・磯永彦助）、当時13歳でした。メンバーの中には、五代
友厚や森有礼など、帰国後、日本の近代化に貢献した人物も多数います
が、長沢は日本に戻ることはありませんでした。英国からアメリカに
渡った長沢は、カリフォルニアでブドウ園を経営し、カリフォルニア
ワインを生み出した「ワイン王」として、今も現地サンタ・ローザ市の
人々に、敬愛されています。JR鹿児島中央駅前に建つ「若き薩摩の群像」
の中段に、ブドウを掲げてちょこんと座る長沢少年の姿を見ることが
できます。

「長
な が さ わ

沢鼎
かなえ

」昭和57（1982）年制作

120cm（高さ）×93cm（幅）×75cm（奥行き）
JR鹿児島中央駅前広場
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70歳未満の健脚で体力に自信
がある人

※登山経験者に限ります。
※ 通院中の人や心疾患がある人は
ご遠慮ください。
定　員　各５人
参加費　無料
申込期間
　11月５日（木）～12日（木）
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。
持…ち物など　
　 リュックサック、昼食、飲み物、
タオル、軽食、防寒着など
服装など　
　 登山に適した服装、雨具、登山靴、
ヘルメット、手袋など
そ…の他　登山コースには、垂直な
岩場や、ロープ、ハシゴ、鎖を使
う危険な箇所があるため、状況
に応じてコースを変更する場合
がありますのでご理解ください。
また、コース途中にトイレはあ
りません。
主…　催　「亀山７座トレイル」登山
道活用ネットワーク

まちのきこり人
び と

育成講座
～目指せ！森の名手～
産業振興課森林林業グループ

（☎84－5068）
　森の手入れの仕方を学び、生き
生きとした美しい森をよみがえら
せよう。受講後には、あなたも森の
名手だ！
と…　き　11月21日（土）、22日（日）
（２日間受講）
　予備日23日（祝）
※いずれも午前９時～午後３時
ところ　
▷ 21日（土）…亀山森林公園
　　　　　　「やまびこ」
▷22日（日）…亀山市関町坂下地内
内…　容　間伐体験、チェーンソー
メンテナンスなど

対…象者　市内に在住する20歳以
上の人
定　員　10人（先着順）
参加費　無料
持ち物　昼食、飲み物、雨具など
申込期限　11月13日（金）
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。

東海自然歩道を散策してみませんか
鈴鹿川等源流の森

も り

林づくり協議
会事務局（産業振興課森林林業グ
ループ内　☎84－5068）
　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、加太地区の東海自然歩
道を散策します。また、散策終了後、
キノコの菌打ち体験も行います。
　皆さん、一緒に地域が育む資源
に触れ、自然を感じてみません
か？
と…　き　11月22日（日） 午前９時
30分～午後１時ごろ

※ 雨天の場合、キノコの菌打ち体
験のみ開催
集合場所　亀山森林公園「やまびこ」
対象者　市内に住所を有する人
定　員　15人（先着順）
参加費　無料
持…ち物など　タオル、帽子、飲み物、
歩きやすい服装など
申込期間　11月５日（木）～16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。

もよおし
わくわく木工工作 in やまびこ

PartⅡ
産業振興課森林林業グループ

（☎84－5068）
　秋の森林公園「やまびこ」で、赤
や黄色に色付いた樹木や景観を観
賞しながら木工工作を楽しみませ
んか？ぜひ、ご参加ください。
と　き　11月28日（土）
▷第１部…午前10時～正午
▷第２部…午後１時～３時
と…ころ　亀山森林公園「やまびこ」
（加太梶ヶ坂3787－6）
※ 雨天時は、林業総合センター（加
太板屋4622－1）
対…象者　市内に在住する小学生以
下の子ども（未就学児を含む）と
その保護者
募集人数　各部５組（先着順）
　　　　　第１部…踏み台
　　　　　第２部…ミニベンチ
※いずれかにお申し込みください。
参加費　無料　※工作は各組1個
持ち物　飲み物、軍手など
申込開始日時　
　11月９日（月） 午前８時30分
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。

「亀山７座トレイル」
双耳峰の仙ヶ岳へ行こう
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）
　石水渓を中心とした鈴鹿山系の
雄大な自然と景色を楽しみ、地域
の観光資源を知る機会として、登
山イベントを開催します。
と　き　１回目　11月25日（水）
　　　　２回目　11月28日（土）
　両日とも午前８時～午後３時
登山場所　仙ヶ岳（961m）
集合場所　
　石水渓野外研修施設駐車場
対…象者　市内に在住する18歳～
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

参加費　無料
申…込方法　就職氷河期世代就労支
援センターへ電話でお申し込み
ください。

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、
お互いの悩みを話したり、一人で
悩まずにお話ししましょう。
と　き　11月27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
申…込方法　開催日までに三重県が
ん相談支援センターへ電話でお
申し込みください。

※ 悪天候や感染症の拡大等で中止
になることがあります。事前に
確認をお願いします。

認知症カフェ
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

　認知症カフェは、認知症のこと
で心配のある人やその家族、地域
の人、専門職などが気楽に集い、交
流、情報交換、相談ができる場で
す。お茶を飲んだり、くつろいだり、

「ゆっくりできる居場所」として気
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
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
…元気丸カフェ…
と　き　11月17日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階
問…合先　長寿健康課高齢者支援グ
ループ（☎84－3312）

図書館フォーラム
教育委員会事務局生涯学習課

社会教育グループ 
（☎84－5057、FAX82－6161）
　市では、新しく整備する図書館
について、「学びの場からつながる
場へ」を基本理念に掲げ、「知る・学
ぶ・楽しむ」ことができる図書館を
めざしています。「図書館が市民皆
さんの身近な場所になればいいな、
そんな図書館があればいいな」を
テーマに図書館フォーラムを開催
します。これからの図書館を一緒
に考えませんか？
と…　き　11月22日（日） 午後１時

30分～４時（受付は午後１時から）
と…ころ　中央コミュニティセン
ター（市文化会館内）
内　容
▷第１部　基調講演
　奈良大学文学部文化財学科教授
　嶋田　学さん
▷第２部　パネルディスカッション
定　員　100人（先着順）
申…込方法　教育委員会事務局生涯
学習課社会教育グループへ電話
で、または住所、氏名、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。

未就職の就職氷河期世代
を支える家族セミナー

就職氷河期世代就労支援センター
（☎059－271－6600）

　無業状態にある30歳代、40歳
代の子どもを持つ家族に向けた就
職支援セミナーです。
と　き　12月６日（日）
　　　　午後２時～４時
ところ　アスト津４階アストホール
　　　　（津市羽所町700）

…はなカフェ…
と　き　11月27日（金）
　　　　午後１時～３時
ところ　老人福祉関センター
問合先　はなの家（☎96－0217）

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、年金制度について気軽
にご相談ください（予約制）。
と　き　11月19日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ　市役所西庁舎１階
　　　　第４会議室
申…込方法　日本年金機構津年金
事務所へ電話でお申し込みく
ださい。（音声案内に従って①→
②を選択）

※ 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
[https://www.nenkin.go.jp/]
からダウンロード可）が必要で
す。

お知らせ
献血にご協力ください

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　街頭献血では、血液の安全性
や医療機関のニーズに応じた
400ml献血をお願いしています。
と　き　11月26日（木）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀山消防庁舎
献…血できる人　18歳（男性は17
歳）～69歳の健康で、体重が
50kg以上の人

※ 65歳以上の人や海外に渡航歴
のある人、服薬中の人は献血で
きない場合があります。

申し込みフォーム
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かかる場合があるため、行き違
いで電話をすることもあります
が、ご了承ください。

11月は「児童虐待防止推進月間」
亀山市福祉事務所（☎83－2425）
　児童虐待の早期発見のためには、
子どもの出す「SOSサイン」に気付
くことが大切です。不自然なアザ
や傷がある、髪の毛や顔、手足など
が極端に不潔であるなど、心配な
子どもを見かけたらご連絡くださ
い。連絡は匿名でも受け付けます。
　また、子育てに関する悩みがあ
りましたら、お気軽にご相談くだ
さい。

連絡・相談先
▷亀山市福祉事務所
　（☎83－2425）
▷三重県鈴鹿児童相談所
　（☎059－382－9794）
▷全国共通３桁ダイアル
　（☎1

いちはやく

89）

ＤＶは重大な人権侵害であり
犯罪となる行為です

11月12日～25日は「女性に
対する暴力をなくす運動」期間
亀山市福祉事務所（☎83－2425）
　男女が社会の対等なパートナー
としてさまざまな分野で活躍する
ためには、その前提として、女性に
対する暴力はあってはなりません。
たとえ配偶者や恋人、パートナー
であっても、暴力を振るうことは
許されません。
　また、DVには「殴る、蹴る」と
いった身体的暴力以外に、「暴言を
浴びせる、おどす」といった精神的
暴力や「生活費を渡さない、外で働

くことを禁じる」などの経済的暴
力も含まれます。
　一人で我慢したり、自分を責め
たりせず、まずはご相談ください。
※ 期間中は、あいあい１階で啓発
パネルの展示を行います。

相談先
▷亀山市福祉事務所
　（☎83－2425）
▷亀山警察署生活安全課
　（☎82－0110）
▷ 三重県配偶者暴力相談支援セン
ター（☎059－231－5600）

11月25日～12月１日は
「犯罪被害を考える週間」です

防災安全課防災安全グループ
（☎84－5035）

　私たちの身の回りでは、毎日の
ように事件や事故が発生しており、
誰がいつ犯罪被害に遭うか分かり
ません。犯罪被害に遭われた人や
その家族・遺族は、その後も直接的
な被害やさまざまな問題に苦しん
でいます。
　犯罪被害に遭うと、心身の不調、
医療費および裁判費用等の経済的
な問題、加害者からの再被害への
不安、ＳＮＳを通じた二次被害等
の問題が発生します。犯罪被害者
等が平穏な生活を取り戻すために
は、皆さんの理解、配慮、寄り添う
気持ちが必要です。この週間を機
に、犯罪被害者等を支える輪を広
げていきましょう。
　県では、犯罪被害者および遺族
の経済的負担を軽減するための見
舞金事業を実施しています。詳し
くは、県ホームページをご覧くだ
さい。

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が郵送されます

市民課医療年金グル―プ
（☎84－5005）

　令和２年1月1日～９月30日の
間に国民年金保険料を納付した人
に、日本年金機構から11月上旬に
「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」が送付されます。
　また、10月１日～12月31日の
間に国民年金保険料を納付した人
には、令和３年２月上旬に送付さ
れる予定です。
※ 年末調整や確定申告で社会保険
料控除を受けるには、証明書の
添付が必要です。

※ 社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書に関するお問い合わせ
は、日本年金機構ねんきん加入
者ダイヤル（☎0570－003－
004）へお電話ください。

国民健康保険税
収納コールセンターの開設

市民課国民健康保険グループ
（☎84－5006）

　令和２年度国民健康保険税につ
いて、納期限を過ぎても納付が確
認できない人に、「三重県国民健康
保険税収納コールセンター」から
電話で納付を呼び掛けます。
▷ 電話をする際は、必ず「三重県国
民健康保険税収納コールセン
ターの〇〇です」と名乗り、未納
の保険税をお知らせします。

▷ コールセンターから還付金の
案内や納付のために口座を指
定して振り込みを求めるなど、
金融機関でのATM（現金自動
預払機）の操作を指示すること
は絶対にありません。

※ 不審な点があれば、市民課国民
健康保険グループへお問い合わ
せください。

▷ 金融機関やコンビニエンススト
アで国民健康保険税を納付した
場合、納付の確認に２週間程度
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守ることで、SIDSの発症リスクを
低くすることができます。
① 赤ちゃんを寝かせる時は、あお
むけに寝かせましょう。

② できるだけ母乳で育てましょう。
③たばこをやめましょう。
※ 詳しくは、厚生労働省ホーム
ページをご覧ください。

URLhttps://www.mhlw.go.jp/
bunya/kodomo/sids.html
厚生労働省　SIDS

住宅取得や生活資金の
貸付制度を設けています

東海労働金庫亀山支店（☎82－
8111）、産業振興課商工業・地域
交通グループ（☎84－5049）
　市では、勤労者の生活を支援す
るために東海労働金庫と協力して、
次の貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働
金庫亀山支店へ直接お申し込みく
ださい。
勤労者持家促進資金貸付
用…　途　市内に自己が居住するた
めの住宅を新築、増改築または
購入するための資金
融資額　2,000万円以内
融資期間　35年以内
利…　率　東海労働金庫所定金利よ
り0.1％優遇
勤労者生活資金貸付
用…　途　市内に居住する勤労者の
生活（教育、医療・介護、出産・育
児、自動車）に必要な資金
融資額　200万円以内
融…資期間　10年以内（教育資金は
15年以内）
利…　率　東海労働金庫所定金利よ
り0.3％優遇

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせ
津地方法務局人権擁護課
（☎059－228－4193）

　法務局および三重県人権擁護委
員連合会では、夫やパートナーから
の暴力、職場等におけるセクシュア
ル・ハラスメント、ストーカー行為
などの女性の人権問題に関する電
話相談窓口「女性の人権ホットライ
ン」を設けています（平日の午前８
時30分～午後５時15分）。
　強化週間中は、受付時間を午後
７時まで延長し、土・日曜日も受付
を行います。
　相談を希望する人は、次の相談
番号へお電話ください。
※ 相談は無料で、秘密は厳守します。
期　間　11月12日（木）～18日（水）
強化週間中の受付時間
　午前８時30分～午後７時
※ 土・日曜日は午前10時～午後５
時（土・日曜日の相談は、名古屋
法務局の担当者が対応します）
対…応者　法務局職員または人権擁
護委員
相…談番号　☎0570－070－810
（全国共通）

睡眠中の赤ちゃんの
死亡を減らしましょう

～11月は「乳幼児突然死症候群
（SIDS）」の対策強化月間です～

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　乳幼児突然死症候群（SIDS）と
は、何の予兆や既往歴もない赤
ちゃんが、睡眠中に突然死に至る
原因不明の病気です。
　SIDSの予防方法は確立してい
ませんが、次の３つのポイントを

相続登記はお済みですか？
～未来につなぐ相続登記～

津地方法務局不動産登記部門
（☎059－228－4372）

　不動産を相続した後、相続登記
を長期間せず、放置しておくと…
① 相続人にさらに相続が発生し、
相続人の確定が難しくなる

② 相続登記の手続費用が高額に
なる

③ 不動産の売却やローンの手続
きがすぐにできない

④ 不動産が適正に管理されず、荒
地や空き家などが増え、環境が
悪化する

などの、さまざまな問題が発生す
る可能性があります。大切な不動
産を次世代に引き継ぐため、相続
登記の手続きを進めましょう。
　また、相続手続きには、法務局で
取り扱う「法定相続情報証明制度」
が便利です。この制度は、戸籍など
の書類を基に法務局が、法定相続
人が誰であるのかを確認し、戸籍
謄本等に代わる公的証明書を無
料で交付するものです。相続登記
をはじめ、金融機関での預貯金の
払い戻しや税務署での相続税の
申告など、さまざまな相続手続き
でご利用いただけます。
※ 相続登記の手続き、法定相続情
報証明制度について詳しくは、
法務局ホームページ（「法務局」
で検索）をご覧ください。

　亡くなった日
やまとたけるのみこと

本武尊は、何に
変身したと記されているでしょ
う？
①八

や た が ら す

咫烏　　②雉
き じ

③白
し ら と り

鳥 　　　④水
み ず ど り

鳥
（答えは11月16日号をご覧ください）

日本書紀編さん
1300年
ヤマトタケルクイズ

11月の問題

最終回
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申し込みください。
※ 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。

タブレットシニア教室
～楽しくインターネットを

学びませんか～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎96－8641）
と…　 き　11月25日 ～12月23日
の毎週水曜日（全５回）

※いずれも午前10時～11時30分
ところ　あいあい２階研修室 
内…　容　タブレット端末の基本
操作、インターネットの検索方
法、アプリの追加方法、地図の使
い方、動画の見方、写真の撮り方
などを、同世代のシニア講師が
ゆっくり丁寧に教えます。
対…象者　高齢者でインターネット
に関心のある人　
定　員　９人（先着順）
参加費　3,000円（５回分）
　　　　（テキスト代含む）
※ 講習用タブレットは主催者が用意
申込開始日　11月４日（水）
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。

募　集
長期休暇子どもの居場所事業
（冬休み）利用者を募集

子ども未来課子育てサポートグループ
（あいあい　☎96－8822）

　保護者が就労などの理由で、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、冬休み期間
中の居場所づくりを行います。
と…　き　12月24日（木）～令和３
年１月７日（木） 午前８時～午
後７時

※ 日曜日、12月29日（火） ～令和
３年１月３日（日）を除く
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　7,000円（定額）
※ 行事費用などの実費が別途必要
になる場合があります。
申込期限　11月11日（水）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
ページからもダウンロード可）。

税務課非常勤職員
（会計年度任用職員）の募集

税務課市民税グループ
（☎84－5063）

募集人数　３人
職…務内容　市民税・県民税申告お
よび確定申告相談の受付、税務
書類の補筆・整理等
任…用期間　令和３年１月15日～
３月31日
勤…務時間　午前８時30分～午後
５時15分（７時間45分以内）
勤…務日数　週４日程度（土・日曜日、
祝日は休み）
勤務場所　亀山市役所
報　酬　時間給900円
通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
社会保険など　雇用保険、労災保険
募集期限　12月11日（金） 必着
応…募方法　税務課市民税グループ
（〒519－0195　本丸町577）
へ履歴書を持参または郵送して
ください。
選考方法　書類選考、面接
※面接日時などは後日連絡します。

各種検診・教室
助産師による授乳相談

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　「母乳だけで育てられるか心配」、
「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
い」など、授乳に関する相談に助産
師がお応えします。
と　き　11月18日（水）
①午前９時30分～
②午前10時～
③午前10時30分～
④午前11時～
※ ①②③④のいずれかで相談時間
は１組20分程度
ところ　あいあい１階集団指導室
対…象者　市内に住所を有する妊婦
または産婦
定　員　４組（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
受付開始日　11月４日（水）
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。

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）

と　き　11月27日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
内…　容　タブレットを使った健康
管理、認知症予防、生活支援など

※ 使用方法などを同世代のサポー
ターが丁寧に説明します。
対…象者　高齢者本人やその家族
（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　
※ 体験用タブレットは主催者が用意
申…込方法　直接、（公社）亀山市シ
ルバー人材センターへ電話でお
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消費生活相談員
（会計年度任用職員）の募集

鈴鹿亀山地区広域連合
（☎059－369－3200）

　鈴鹿亀山地区広域連合において
消費生活相談員を募集します。
募集人数　１人程度
業…務内容　消費生活相談および消
費者啓発等
応…募資格　次のすべての要件を満
たしている人

▷ 消費生活相談員、消費生活専門
相談員、消費生活アドバイザー、
消費生活コンサルタントのいず
れかの資格を有すること

▷ パソコン操作（入力・検索など）
ができること

▷ 普通自動車運転免許を有すること
任…用期間　令和３年１月４日～３
月31日（更新する場合あり）
給与等　月額193,900円
※ その他各種手当（通勤手当など）

があり、社会保険にも加入します。
勤務場所
　鈴鹿亀山消費生活センター
　 （鈴鹿市算所一丁目３番３号　
鈴鹿農協平田駅前支店２階）
募…集期間　11月６日（金）～16日
（月）（土・日曜日を除く午前８時
30分～午後５時15分）

小・中学校の「介助員」
（会計年度任用職員）の募集

教育委員会事務局学校教育課
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。
募集人数　若干名
任…用期間　任用日～令和３年３月
31日
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、学
校の休業期間中は休み
勤務場所　市内の小・中学校
報　酬　時間給940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
募集期限　11月13日（金）必着
応…募方法　 教育委員会事務局学
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、後日面接を
実施します。

応募方法
　 次の書類を直接または郵送で、
鈴鹿亀山地区広域連合総務課
（〒513－0801　鈴鹿市神戸一
丁目18番18号　鈴鹿市役所西
館３階）へ提出してください。

・会計年度任用職員採用試験申込書
・ 消費生活相談員等の資格を有す
ることを証する書類の写し

・運転免許証の写し
※ 申込書は、鈴鹿亀山地区広域
連合ホームページ（URLhttps：
//www.suzukakameyama-
kouiki.jp/）からダウンロードす
るか、広域連合総務課まで直接
または郵送で請求してください。
郵送で請求する場合は、封筒の
表に朱書きで「会計年度任用職
員採用試験申込書希望」と記入
の上、返信用封筒（宛先を記入し、
84円切手を貼った12cm×23
㎝程度のもの）を必ず同封して
ください。
採用試験
と　き　12月３日（木）
ところ　鈴鹿亀山地区広域連合
　　　　（鈴鹿市役所西館３階）
内　容　面接
※詳しくは、受験者に通知します。

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！
ご覧ください！ご覧ください！
行政情報番組行政情報番組
「マイタウンかめやま」「マイタウンかめやま」

視聴はケーブルテレビへの加入が必要です。
政策課広報秘書グループ（☎84－5021）では、放送を
録画したDVDの貸出も行っています。

放送時間　午前６時～深夜０時（30分番組を繰り返し放送）
番組更新日　毎週金曜日
チャンネル番号　123ch（ZTVコミュニティチャンネル）

❶
❷

番組の視聴方法 ～テレビのリモコン操作方法～
❶「12」のボタンを押す
❷「選局ボタン」を１つ進める
※ 選局番号（３桁入力）を「123」に合わせる、または

電子番組表から選択しても番組を視聴できます。
　（テレビの機種によって対応していない場合あり）

10月30日（金）～11月５日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「野登ルンビニ園」
11月６日（金）～11月12日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「 秋の火災予防運動～こんろ

火災を防ごう～」
●エンドコーナー
　「昼生保育園」
11月13日（金）～11月19日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「関認定こども園アスレ」
※ 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。
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図書館だより（11月）図書館だより（11月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『ネコばあさんの家に魔女が来た』
赤坂パトリシア／著　
KADOKAWA（2020年4月刊）
　日常に息苦しさを感じるユキノは、
高校に行けず、ご飯をまともに食べる
こともままならない。自称“魔女”の大人
たちと過ごすうち、心の中で絡まって
いた気持ちが少しずつほどけ始める。

図書館の本棚から

一
　
般

児
　
童

『神谷町オープンテラスの
おもてなしお寺スイーツ12カ月』
木原祐健／著
河出書房新社（2020年2月刊）
　都心にたたずむ光明寺の寺院内にある「神谷
町オープンテラス」。オープンテラスの「おもて
なし」で出された四季折々のお菓子と、お寺に
集う人々の日々を綴ったエッセイ＆レシピ集。

～新着だより～
●降るがいい／佐々木譲
●空想クラブ／逸木裕
●海神の島／池上永一
●fishy ／金原ひとみ
●海の怪／鈴木光司
●オンラインでズバリ伝える力／佐藤綾子
●ADHD注意欠如・多動症の本／司馬理英子
●ねがいごと／あさのますみ
●めいたんていサムくん／那須正幹
●オーケストラをつくろう／メアリー・オールド
●キャラメル色のわたし
　／シャロン・M・ドレイパー
●おとうふ２ちょう／くろだかおる
●おはぎ３しまい／兒玉季世
●あるヘラジカの物語／鈴木まもる

ほか307冊

マミーズのおはなし会
　11月７日（土） 午後２時～ 市立図書館（児童室）
大人による大人の読みきかせ
　11月７日（土） 午後３時～ 市立図書館（児童室）
関おはなし会
　11月11日（水） 午後３時～ 関文化交流センター
たんぽぽの会の紙芝居会
　11月18日（水） 午後３時～ 関文化交流センター

休館日 市立図書館… ４日（水）、10日（火）、17日（火）、
22日（日）、24日（火）、27日（金）

関図書室… ２日（月）、９日（月）、16日（月）、
          22日（日）、24日（火）、27日（金）、
          30日（月）

お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
　11月26日（木） 午前10時～ 市立図書館（児童室）

「いきいき」と生活していますか？
～11月７日から23日は「亀山市ワーク・ライフ・バランス推進週間」です～

　

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が推進される背景には、少子高齢化により労働力人口が減少している
ことや、多様な働き方が重視されるようになっていることなどが挙げられます。また、新型コロナウイルス感染症対策
として在宅勤務なども増え、新しい働き方・休み方が注目されています。
　仕事以外の時間の充実は健康につながるほか、仕事における効率や生産性の向上につながり、好循環を生み出しま
す。この機会に、自身の「今」の働き方や時間の使い方について考えてみませんか？

こんな変化や
メリットが
期待できます

一人ひとりの
置かれた状況に応じて、

柔軟な働き方を
選択できる

自己啓発、趣味、
地域活動などに取り組む
時間ができ、より豊かな

生活を送れる

経済的に自立
することで、安定した
暮らしや将来の希望の

実現につながる

仕事以外の
時間の充実により、

仕事におけるやる気の
向上につながる

文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）問合先
※ 亀山市ワーク・ライフ・バランス推進週間中の取り組みについて詳しくは、広報かめやま11月１日号と同時に配布したリーフ
レットをご覧ください。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

問合先
文化スポーツ課スポーツ推進グループ（☎96－1224）
西野公園体育館（☎82－1144）
東野公園体育館（☎83－1888）

　西野公園体育館、東野公園体育館で、12月から開催する
スポーツ・健康教室の案内です。

 三幸・スポーツマックス共同事業体 

令和２年度（後期）
…スポーツ・健康教室のご案内……スポーツ・健康教室のご案内…

西野公園体育館　（☎82－1144）西野公園体育館　（☎82－1144）
教室名 曜日 回数 区分 場所 対象者 定員 参加費

バドミントン教室 火曜日 10 午前 体育館 18歳以上の人 20人 6,000円
わいわい！ニュースポーツ 水曜日 12 午前 体育館 18歳以上の人 20人 4,200円
太極拳 木曜日 15 午後 会議室 18歳以上の人 20人 6,000円

東野公園体育館　（☎83－1888）東野公園体育館　（☎83－1888）
教室名 曜日 回数 区分 場所 対象者 定員 参加費

エンジョイ！エアロ 火曜日 15 午前 会議室 18歳以上の人 15人 6,000円
姿勢改善エクササイズ 火曜日 15 午後 会議室 18歳以上の人 15人 6,000円
はじめてのピラティス 火曜日 15 午後 会議室 18歳以上の人 15人 6,000円
大人のチアダンス 火曜日 15 夜間 会議室 18歳以上の女性 15人 6,000円
体幹エクササイズ 水曜日 15 午前 会議室 18歳以上の人 15人 6,000円
ポールでのびのびストレッチ 木曜日 15 午前 会議室 18歳以上の人 15人 6,000円
動きケア＆エアロ 木曜日 7 夜間 会議室 18歳以上の人 15人 2,800円
健康いきいきヨガ 金曜日 15 午前 会議室 18歳以上の人 15人 6,000円
エアロde脂肪燃焼 金曜日 10 夜間 体育館 18歳以上の人 50人 4,000円
ヒップホップリトル 土曜日 15 午前 会議室 年中～年長 12人 6,750円
ヒップホップジュニア 土曜日 15 午前 会議室 小学１年生～３年生 12人 6,750円

ヒップホップステップアップ 土曜日 15 午前 会議室 小学４年生～６年生
（経験者含む 12人 6,750円

申…込方法　参加費、スポーツ保険料を持参の上、各施
設へ直接お申し込みください。

※ 前期教室に参加の人は、会員証（スポーツ保険加入
証明）を持参の上、お申し込みください。

申込開始日　11月４日（水）
その他
▷詳しい日程表は、申込時にお渡しします。
▷教室によっては、最少催行人数を設定しています。
▷ 参加費は、教室開講後は返金できません。
▷スポーツ保険料は、開講前でも返金できません。
▷ 会員証（スポーツ保険加入証明）を持参の人は、１回
500円で当日参加もできます（定員の関係で参加で
きない教室もあり）。

● 教室に参加するには、スポーツ保険への加入が必要
です（すでに加入済みの人は除く）。

　 スポーツ保険は、年度末（令和３年３月）まで有効で
す。一度加入すると、いずれの教室でも保険が適用
されます。

　①18歳～64歳…1,850円
　②65歳以上…1,200円
　③子ども（中学生以下）…800円

※ 教室の内容など詳しくは、各施設へ直接お問
い合わせください。
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歴史博物館だより（11月）歴史博物館だより（11月）�� 歴史博物館（☎83－3000）

問合先

　混雑が予想されますので、名阪国道の道路情報をご確認の
上、時間に余裕を持ってお出掛けください。
　国道25号（旧道）は道幅が狭いため、名阪国道をそのまま
お進みいただくか、国道24号、国道163号、名神、新名神等へ
の広域迂回をお願いします。特に大型車の通過においては、
通行を制限することがあります。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

【名阪国道規制情報】
　 https://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/traffic/
meihan_kisei/

【北勢国道事務所ホームページ】
　https://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/

【北勢国道事務所Twitter】
　@mlit_hokusei

名阪国道リフレッシュ工事 終日１車線規制 のお知らせ

治田IC

Twitter北勢国道事務所
ホームページ

名阪国道規制情報

＜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
※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※14日（土）、15日（日）は関西文化の日で無料

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（３日（火）は祝日のため開

館）、４日（水）（振替休館）

連続講演会（全３回）
第３回「日本武尊　能褒野墓の調査とその成果」
と　き　12月５日（土） 午後１時30分～３時
ところ　亀山市社会福祉センター３階集会室
内…　容　平成25年に行われた能褒野墓（能褒野
古墳群）の調査について、調査結果の概要を振
り返り、合わせて他の古墳や古墳群のあり方と
比較して、どのような特徴を持つか考えます。

＜企画展示室＞
第35回企画展　日本書紀編さん1300年
「ヤマトタケル―その愛と死―」
と　き　12月13日（日）まで
内…　容　日本書紀で語られる日

やまとたけるのみこと

本武尊の一生。
なかでも、亀山市にゆかりのある、日本武尊終
焉の地である能褒野とその墓とされる能褒野
王塚古墳、そして日本武尊の妻である弟

おとたちばなひめ

橘媛。
国を形作る武人として描かれる日本武尊のス
トーリーを改めてご紹介します。
企画展示観覧料　無料

第35回企画展関連事業第35回企画展関連事業

講　師　宮内庁書陵部陵墓課首席研究官
　　　　清喜裕二さん
定　員　40人（先着順）
申…込方法　11月1日（日）午前９時から開催日前
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。

規…制…期…間
11月24日（火）～12月11日（金）
※土・日曜日も含め、終日１車線規制を行います。

規…制…区…間
神野口IC

大阪方面（下り線）

名阪国道の道路情報を24時間配信中

国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所（☎0595－82－3937）

名阪国道テレフォンインフォメーション
☎0595－82－3939　24時間対応
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

備えて安心！備えて安心！  防災コラム防災コラム

非常持ち出し品の準備について　亀山市

冬季に備えて非常持ち出し品に寒さ対策用品を加えましょう！
問合先 防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）
　非常持ち出し品は、避難するときに持ち出す必需品です。季節に応じて準備する必要があり、自分や家族に
必要なものや避難先であったら便利なものをいつでも持ち出せるようにしておきましょう。
　気温が下がるこれからの季節は、寒さ対策をする必要があります。非常持ち出し品に、防寒着や使い捨てカ
イロ、薄くて暖かいアルミ製保温シート、床からの冷えを防ぐためのスリッパなどを準備すると良いでしょう。

寒さ対策用品の一例

防寒着
使い捨てカイロ
アルミ製保温シート
スリッパ

　非常持ち出し品の準備について詳しくは、
ホームページをご覧ください。

この社会あなたの税がいきている

令和２年分の確定申告について
　令和２年分の確定申告におけ
る確定申告会場は、新型コロナウ
イルス感染症の感染防止対策の
ため会場の混雑を回避する観点
から、入場制限を行う場合があり
ます。

　確定申告は、マイナンバーカー
ドとICカードリーダライタまた
はマイナンバーカード対応のス
マートフォンがあれば、確定申告
会場へ出向くことなく、e-Tax（電
子申告）を利用して申告書を提出
できます。
　また、事前に税務署でID・パス
ワード方式の手続きを行ってい
ただければ、マイナンバーカード
とICカードリーダライタ等をお
持ちでない人でも、e-Tax（電子申
告）をご利用いただけます。
問合先　鈴鹿税務署個人課税第一部門
　　　　（☎059－382－0353）

小・中学生の税の作品展示
と…　き　11月17日（火）～29日（日）
ところ
　 鈴鹿ハンター１階東入口特設

会場（鈴鹿市算所二丁目5－1）
主な内容
▷ 「小学生の税に関する習字・絵は

がきコンクール」入賞作品展示
▷ 「中学生の税についての作文」

入賞作品展示
▷ 税に関するポスター掲示およ

び各種パンフレット配布
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
共　催　鈴鹿税務署
問合先　東海税理士会鈴鹿支部
　　　　（☎059－382－7715）

11月11日～17日は
「税を考える週間」
～くらしを支える税～

　国税庁では、国民の皆様に租
税の意義や役割、税務行政に対す
る知識と理解を深めていただく
ために、毎年11月11日～17日を
「税を考える週間」として、ホーム
ページなどでさまざまな情報を
提供しています。私たちのくらし
を支える税について、この機会に
考えてみませんか？国税庁ホー
ムページ（URLhttps：//www.nta.
go.jp）で、税に関するさまざまな
情報や国税庁の取り組みを紹介
するインターネット番組「Web
－TAX－TV」を配信しています。
ぜひ、ご覧ください。
問合先　鈴鹿税務署総務課
　　　　（☎059－382－1476）

新型コロナウイルス感染症対策も忘れずに！
　非常持ち出し品に、マスクなどの衛生用品も忘れ
ず備えましょう。

　詳しくは、広報かめ
やま６月１日号をご
覧ください。

新型コロナウイルス感染症
対策用品の一例
マスク
ウェットティッシュ
体温計
消毒液

税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ

パソコン・スマートフォンによる
確定申告について
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※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

井田川小学校区「学童保育所
くれよんくらぶ」指導員の募集
…正規指導員…
募集人数　１人
勤…務日　月～土曜日と祝日のうち
週40時間程度
勤…務時間　
　平日…午前10時～午後７時
　 土曜日・祝日・長期休業日…午前
７時30分～午後７時の間で８
時間程度

※時間外労働、外部研修等あり
賃　金　月給165,000円～
パート指導員
募集人数　若干名
勤…務日　月～土曜日と祝日のうち
週20～35時間程度
勤務時間　
　平日…午後１時ごろ～７時
　 土曜日・祝日・長期休業日…午前
７時30分～午後７時の間で６
～８時間程度

※勤務日、勤務時間等は応相談
賃　金　時給950円～
共通事項
社…会保険など　健康保険、厚生年
金、労災保険、傷害保険、雇用保険、
退職金共済（労働時間数による）
申…込・問合先　学童保育所くれよ
んくらぶ（佐熊　☎82－7929） 人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

40件（－26） 763件（－219）１人（－１） 56人（－27）

令和２年交通事故発生状況
（９月末時点[暫定]・亀山署管内）

※（　）内は前年同期比の増減数
～夜間の運転はハイビーム～

　車のライトは、交通量の多い市街地などを通行している時を除きハ
イビームにして、歩行者や障害物を早く発見して交通事故を防ぎま
しょう。
　また、歩行者や自転車利用者は、外出時、反射材（反射タスキ、キーホ
ルダー、リストバンドなど）を利用し、周囲に自分の存在を知らせて交
通事故防止に努めましょう。

亀山警察署（☎82－0110）

国民健康保険税　　　　第５期
後期高齢者医療保険料　第５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。

11月の納期
（納期限・口座振替日）

11月30日（月）

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集
住宅名 階　数

（床面積） 家賃（月額） 住　所

①（若山住宅
　P－205号）

２階建ての２階
（49.68㎡）

11,400円～
　22,400円 若山町１番８

②（野村団地住宅
　N－303号）

３階建ての３階
（47.23㎡）

10,700円～
　21,100円 野村一丁目10番７

③ 野村団地住宅
　N－205号

３階建ての２階
（47.23㎡）

10,700円～
　21,100円 野村一丁目10番７

④ 和賀住宅
　Ｌ－12号

３階建ての３階
（49.68㎡）

16,300円～
　32,000円 和賀町59番

⑤ 井田川駅前住宅
　M－101号

４階建ての１階
（28.80㎡）

10,000円～
　20,000円 井田川町591番地１

⑥ 井田川駅前住宅
　M－103号

４階建ての１階
（28.80㎡）

10,000円～
　20,000円 井田川町591番地１

※家賃は、入居者の収入月額などにより変動します。
※ （　  ）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯などの優先

入居住宅です。
※井田川駅前住宅は、単身世帯に限ります。
受付期間　11月９日（月）～18日（水）
受付場所　都市整備課住まい推進グループ
※ 入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付期間に

限らず、住まい推進グループへお問い合わせください。
※応募多数の住宅は、抽選（日時未定）を行います。
※ 応募のなかった住宅は、抽選日（日時は未定）の翌日から先着順に申し

込みを受け付けます。
入居時期　令和３年１月下旬（予定）

都市整備課住まい推進グループ（☎84－5038）問合先
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TOPPIICCSSかめやまのホットな話題をお届け！

　9月に行われた第22回三重県学童軟式野球大会で優勝・
準優勝した「野登ベースボールクラブ」と「スモールスポー
ツ少年団」の小学６年生15人が亀山市長を訪問し、輝かし
い成績を報告されました。
　コロナ禍で練習不足の中、優勝・準優勝をつかみとった
子どもたちは、「中学校へ進んでも野球を続けたい」と意気
込みを語られました。
　今後のさらなる活躍が楽しみです！

第22回三重県学童軟式野球大会で優勝・準優勝

　青少年研修センターで、認知症の人と家族の会三重県支部
の会員と亀山医師会理事の田中内科医院 田中英樹先生を講
師に迎え、「介護者のための認知症講座」を開催しました。
　講座に参加した人たちは講師の貴重な話に耳を傾け、認知
症や認知症ケアの理解を深める有意義な講座になりました。

　野村町の忍山大橋付近で、里山塾2020第５回講座「里
山公園から外に出てみよう～鈴鹿川にはどんな生き物が
いるのだろう？～」を開催しました。
 参加した塾生25人の子どもたちは、密集を避けるために
３つの班に分かれて、川の流れに苦戦しながらも、タモ網
を使って魚やエビなどを捕まえていました。大きなカワム
ツがたくさん取れると、声を上げて喜んでいました。

　富士運輸㈱の全面協力により、亀山市の観光をPRする
ラッピングトラックが制作され、9月29日に亀山市観光協
会の主催で、お披露目と出発式が開催されました。
　このラッピングトラックは、亀山市から関東方面を中心
に全国各地へと貨物を輸送し、走る亀山市の観光PRとして
活躍します。

認知症講座を開催

鈴鹿川の生き物を調査

ラッピングトラック出発式
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市民記者が行く！！市民記者が行く！！

市の人口　10月１日時点　●総人口 49,574人（前月比－46）　●男 25,011人（前月比－22）　●女 24,563人（前月比－24）　●世帯数 21,655世帯（前月比－27）

かめやま見てある記

このコーナーでは、元気な亀山っ子の写真を

募集しています。掲載を希望する人は、

広報秘書グループ（☎84－5021）へご連絡ください。

柑橘実る丘陵地柑橘実る丘陵地

市民記者　松村　正さん

う品種が約８割を占めています。「最盛期には、１
人で400kg程収穫します。仕事はきついが、つら
いと思ったことはない。楽しい農業、大好き！」と
力強い言葉！７月頃には、青いみかんを間引きし、
ジュースにして飲むそうで、「酸味が強く、砂糖・水
で割って飲むと体がしゃきっとして最高においし
い」と、農家ならではの楽しみ方があることを知り
ました。収穫前日
には、甘味の試食
として甘味の強
いものから家族
総出で１つひと
つ収穫するそう
で、「楽しくやっ
ています」と笑顔
で話されました。
　「鳥獣害の対策をしていますが、被害は減りませ
ん」と少々渋い顔！「好きな農業で動き回り、足腰
は丈夫です。健康が授かり、ありがたいです」と、元
気な様子を拝見できました。体を動かす習慣を見
習いたいと思いました。

　みかん畑では、白い
花が咲く時季、辺りに
甘い香りが漂い、収穫
時期を迎えた今頃に
は、黄色く色付いたみ
かんが葉を押しのけ
て姿を見せます。日当
たりが良く、起伏が少ない緩やかな傾斜地にある
安知本町上原地区で、祖父の代から85年続くみか
ん農家の𠮷川孝克さんを訪ねてみました。
　この地区の歴史は浅く100年余りで、当時は
原野でした。先人により開墾された畑で桑、果樹の
栽培が始められたとのことで、「今日があるのは

先人のお陰です。感謝、
感謝です」と喜びを話
されました。
　畑には成木と幼木
合わせて450本程が
栽培されており、温州
ミカン宮
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いつもかわいい笑顔をありがとう♡ これからも元気で兄弟仲良くしてね。
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