
問 合先　長寿健康課高齢者支援グ
ループ（☎84－3312）

 はなカフェ 
と　き　12月25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）

　社会保険労務士が、年金の請求
や受給などの相談を受けます。
年金制度について気軽にご相談
ください（予約制）。
と　き　12月17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[URL
https://www.nenkin.go.jp/]か
らダウンロード可）が必要です。

お知らせ
HIV検査やエイズ相談の実施
～12月1日は「世界エイズデー」～

県鈴鹿保健所健康増進課
（☎059－382－8672）

　エイズ（AIDS ／後天性免疫不
全症候群）は、HIV（ヒト免疫不全
ウイルス）に感染することで、免疫
力が極端に低下してしまう病気で
す。HIVに感染しているかは、検
査を受けなくては分かりません。
　県鈴鹿保健所では、HIV検査や
エイズ相談などを行っています。
検査や相談は匿名で受けることが
できるので、プライバシーは守ら
れます。少しでも不安のある人は、
検査を受けましょう。
と　き　毎週火曜日
　　　　午後１時～３時
ところ　県鈴鹿保健所
　　　　（県鈴鹿庁舎１階）
費　用　無料
※事前の申し込みは不要

もよおし
しめ縄づくりを体験してみませんか
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、地域の素材等を利用し
たしめ縄を作ります。親子で、ぜひ
ご参加ください。
と　き　12月20日（日）
　　　　午前10時～正午
場　所　石水渓野外研修施設
対 象者　市内に在住する３歳～中
学生の子どもとその保護者

定　員　８組
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
持 ち物など　飲み物、動きやすく
暖かい服装等

申込期間　12月３日（木）～10日（木）
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。

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　12月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階

問合先 教育委員会事務局生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

ところ　市文化会館大ホール
対 象者　平成12年４月２日～平成13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、ご家族は中央コミュニティセンターで式典の中継をご覧
いただけます。（座席に限りあり）

令和３年成人式のご案内令和３年成人式のご案内
令和３年１月10日（日）令和３年１月10日（日）
午後２時～午後２時～����※受付は午後１時20分～※受付は午後１時20分～
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

相談受付電話番号（当日のみ）
☎059－224－2026
相 談料　無料（通話料はかかります）
※�相談は、１時間程度を限度にお
聞きします。

※�相談開始直後は相談が集中し、
つながりにくくなることがあり
ます。時間をおいてからおかけ
直しください。

亀山都市計画道路変更案の縦覧
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）
　亀山都市計画道路変更案を次の
とおり縦覧します。
　変更案に意見がある市内に在
住・在勤・在学する人、市内で事業
を行う人、または利害関係者は、縦
覧最終日までに意見書を提出して
ください。
縦覧期間　12月１日（火）～15日（火）
縦 覧場所　都市整備課都市計画グ
ループ（市役所２階）

対象路線　
　亀山都市計画道路３・４・３号
　和田太岡寺線
意見に必要な事項　
①�件名「亀山都市計画道路�和田太
岡寺線の都市計画変更案」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
意見書の提出方法
　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、都市整
備課都市計画グループ（〒519
－0195� 本丸町577、FAX82－
9669、Ｅメール tokei@city.
kameyama.mie.jp）へ提出して
ください。

所得税および復興特別所得税の
申告相談

鈴鹿税務署個人課税第一部門
（☎059－382－0353）

　鈴鹿税務署において所得税およ
び復興特別所得税の申告相談を行
います。申告書の記入方法など、確
定申告についてご相談ください。
（予約制）
と 　き　令和３年１月４日（月）～
２月１日（月）

　（土・日曜日、祝日を除く）
ところ　鈴鹿税務署
申込開始日　12月１日（火）
申 込方法　鈴鹿税務署個人課税
第一部門へ電話または直接お申
し込みください。

※�申込状況によっては、希望の日
時に申告相談できない場合あり

そ の他　２月２日（火）以降の申
告相談については、後日案内し
ます。

　�確定申告には、自宅からパソコ
ンやスマートフォンで利用でき
るe-Tax（電子申告）が便利です。
ぜひ、ご利用ください。

※�詳しくは、国税庁ホームページ
（URLhttps://www.nta.go.jp）
をご覧ください。

借金のお悩み電話相談（無料）
三重県多重債務者対策協議会（県
環境生活部くらし・交通安全課内
☎059－224－2400）
　借金のことで悩んでいません
か？法律の専門家が直接お話を伺
います。家族や知人からの相談も
受けます。
　相談を希望する人は、相談日時
に専用ダイヤルへお電話ください。
と　き　
▷12月６日（日）
▷12月13日（日）
※いずれも午前10時～午後３時
対 応者　弁護士（三重弁護士会）
または司法書士（三重県司法
書士会）

事業主の皆さんへ
給与支払報告書を提出してください

税務課市民税グループ
（☎84－5011）

　令和３年度（令和２年分）給与支
払報告書の総括表を12月上旬に
各事業所へ送付しますので、令和
２年分の給与支払報告書と一緒に
にご提出ください。提出期限は、令
和３年２月１日（月）です。
　なお、提出時期は税務課窓口が
大変混み合いますので、e

エ ル タ ッ ク ス

LTAXま
たは郵送での提出にご協力をお願
いします。
※�総括表は、市ホームページから
もダウンロードできます。

給与所得者の個人住民税は「特別
徴収」で
　給与所得者の個人住民税（市・
県民税）は、法令により、事業主が
給与から特別徴収（給与引き去
り）し、給与所得者に代わって市
に納入することになっています。
パート・アルバイト・期限付き雇
用の従業員を含むすべての従業
員が対象です。
　ただし、退職者および次のⓐ～
ⓓに該当する場合は、普通徴収に
することができます。

ⓐ�他の事業所で特別徴収されて
いる

ⓑ給与が支給されない月がある
ⓒ�事業専従者のみ（全従業員が
事業専従者のみの場合に限る）

ⓓ退職予定者（５月末まで）

※�普通徴収にする場合は、給与
支払報告書を提出するときに、
「個人住民税普通徴収への切替
理由書」の添付が必要です（退
職者は除く）。
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持ち物　母子健康手帳
受付開始日　12月２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。

親子スポーツチャレンジ2020
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、スポーツを通じて親
子の絆を深めましょう。
と　き　12月20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

対象者　
▷�第１部…幼児（３歳～６歳）と
保護者

▷�第２部…小学１年生～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
スポーツ協会ホームページ（� URL
https://lifelong-sport.jp）の
エントリーフォームからお申し
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
（TEL96－8641）

　タブレットを使った健康管理、
認知症予防、生活支援などを紹介
します。

と　き　12月24日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい2階大会議室
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　
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
申し込みください。

※�体験用タブレットは主催者が
用意

※�タブレットとは、薄い板状の本
体に、タッチして操作できる液
晶画面が組み込まれたパソコン
のこと。

はじめてのプログラミング教室
西野公園体育館（☎82－1144）
　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？
と 　き　令和３年１月５日（火）
～７日（木）（全３回）

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
ところ　西野公園体育館会議室
対象者
　①、②…小学１年生～３年生
※時間は①、②いずれかを選択
　③…小学４年生～６年生
定　員　各12人（先着順）
参加費　1,500円
申込開始日　12月４日（金）
申 込方法　参加費を持参の上、西
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

ガス缶・スプレー缶の出し方に
ご注意ください

環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

　10月から、ガス缶・スプレー缶
を捨てる際の穴あけは不要としま
したが、中身が入ったまま集積所
に出されているものが多数確認さ
れています。
　ガス缶・スプレー缶は、次の手順
で出してください。
①中身を完全に使い切る
②�ガス缶・スプレー缶のみを透明
袋に入れる

③�破砕粗大ごみ収集日に、危険ご
みとして出す

　詳しくは、市ホームページでご
確認ください。

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　12月15日（火）
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
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

募　集
三重中央看護学校

令和３年度一般入試受験生の募集
三重中央医療センター附属三重
中 央 看 護 学 校（☎059－259－
1177、FAX059－259－1170）
出 願期間　11月30日（月）～12月
28日（月）�午後５時必着

試験日　令和３年１月７日（木）
そ の 他　募集要項と願書の請
求は、三重中央医療センター
附属三重中央看護学校へ電
話またはファクス、Eメール

（ 317-school@mail.hosp.
go.jp）で「募集要項請求」と明示
の上、住所、氏名、電話番号を記
入してお申し込みください。

小・中学校学校司書の募集
教育委員会事務局学校教育課

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３年４月１日～
　令和４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
程度

勤務日数　週２日～５日程度
勤務場所　市内小・中学校
報　酬　時間給1,100円（予定）
募集期限　12月25日（金）必着
応 募方法　教育委員会事務局学
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、市役所で面
接を実施（令和３年１月予定）

心とカラダのヨーガ教室
（公財）亀山市地域社会振興会（スポー
ツ研修センター　☎82－9092）
　健康維持増進、集中力アップ、
ストレス解消などを図ってもら
おうとヨガ教室を開催します。一
緒に気持ちの良い汗をかいてみ
ませんか？
と 　き　令和３年１月15日～３
月19日の毎週金曜日（全10回）

①午前９時30分～10時30分
②午前11時～正午
※いずれかにお申し込みください。
と ころ　スポーツ研修センター
（西野公園内）和室

定　員　①②各15人（先着順）
参 加費　5,000円（スポーツ保険
料含む）

※�一度納入された参加費は、途中
で退会されても返金できません。

持 ち物など　バスタオルまたは
ヨガマット、飲み物

申 込開始日時　
　12月８日（火）�午前９時
申 込方法　参加費を持参の上、ス
ポーツ研修センターへ直接お申
し込みください。

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。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と　き　令和３年１月７日（木）
　午後１時30分～３時30分
　（予約制）
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。

小・中学校外国語通訳
（支援員）の募集

教育委員会事務局学校教育課
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、インド
ネシア語のうち１つ、または複
数の通訳と翻訳ができる人

任 用期間　令和３年４月１日～
　令和４年３月31日
勤 務時間　原則として午前８時
30分から3.5時間～7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・教育委員会事務局を
含む）

報　酬　時間給1,250円（予定）
募集期限　12月25日（金）必着
応 募方法　教育委員会事務局学校
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、市役所で面
接を実施（令和３年１月予定）

ひとり親世帯への
臨時特別給付金の申請は

お済みですか？

申請締切
令和３年２月26日（金）

申請はお早めに
対象者や申請方法など詳しく
は、問合先までご連絡くださ
い。
問合先
子ども未来課子育てサポート
グループ（☎96－8822）
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備えて安心！備えて安心！  防災コラム防災コラム
災害から身を守る「地震発生時の行動①～地震が発生したら～」
問合先 防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

12月４日～10日 は 12月４日～10日 は 人 権 週 間人 権 週 間
「第72回人権週間」
～人権啓発キャッチコピー～

「誰か」のこと じゃない

亀山市人権施策基本方針　基本理念
みがこう、人権感覚　広げよう、人権の視点

めざそう、一人ひとりの人権が尊重されるまち

～人権週間中の取り組み～
■特設人権相談の開催
　隣近所のもめごと、家族間の問題（離婚や扶養、相続
等）、いじめや体罰、職場でのセクハラ、DVなどの相談
に人権擁護委員が応じます。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
と　き　①12月４日（金）　②12月７日（月）
　　　　③12月17日（木）　④12月25日（金）
　　　　※時間はいずれも午後１時～３時
ところ　①�市役所１階市民対話室、あいあい１階個別

相談室、関支所１階応接室
　　　　②市役所１階市民対話室
　　　　③あいあい１階個別相談室
　　　　④関支所１階応接室

■電話による相談
　人権に関する問題でお困りの場合は、法務局の人権
相談をご利用ください。
●みんなの人権110番（☎0570－003－110）
●子どもの人権110番（フリーダイヤル� 0120－007－110）
●女性の人権ホットライン（☎0570－070－810）
受付時間　いずれも平日午前８時30分～午後５時15分問合先 文化スポ―ツ課文化共生グループ

（☎96－1223）

新型コロナウイルス感染症に関連する
人権への配慮について
　新型コロナウイルス感染症が長期化する中、感染さ
れた人やその家族、医療関係者や職場などの関係者に
対する心ない偏見や差別、ＳＮＳ等でのデマや誹謗中
傷などが、県内外で社会問題となっています。
　人権は、いかなる場合でも尊重される基本的な権利
であり、このような偏見・差別は決して許されるもので
はありません。感染のリスクは誰にでもあります。偏見
や差別に同調したり、事実でない誤った情報を拡散し
たりせず、正しい情報に基づいた責任ある行動を取る
ことが大切です。
　新型コロナウイルス感染
症に関連する不当な差別、偏
見、いじめ等の被害に遭った
ときは一人で悩まず、市の特
設人権相談や法務局の相談
窓口にご相談ください。

　前触れもなく発生する災害の中で大切なことは、いち早く避難行動を始めることと、避難後に誰もいなくなった自宅
で二次災害が起こらないように対策をしておくことです。
　地震発生時に自分の身を守り、また二次災害から家を守る行動の一例を紹介します。

①まず身の安全が第一
家の中で地震が起
きたら、家具の転倒
や落下物に気を付
けて、丈夫なテーブ
ルなどで身を守り
ましょう。

②揺れが収まってから火の始末を
揺れているときに
火を消そうとする
と大やけどする場
合があるので、揺
れが収まってから
火の始末をしま
しょう。

③火が出たらすぐ消化
火が出ても落ち着
いて初期消火を行
いましょう。二次災
害を起こさないよ
うにしましょう。

④戸を開け、出口を確保
地震の振動で戸が
開かなくなること
があります。まず、
戸を開けて避難出
口を確保しておき
ましょう。

⑤あわてて外に飛び出さないで
外に出るときは、瓦や
ガラスなどの落下物に
注意し、割れたガラス
などが散らばっている
ことがあるので、必ず
靴を履きましょう。

⑥テレビ・ラジオをつける
テレビやラジオな
ど、各メディアを通
じて正確な情報を
聞きましょう。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

問合先 税務課資産税グループ（☎84－5010）
税務課資産税グループからのお知らせ

償却資産をお持ちの人は償却資産をお持ちの人は申告申告がが必要必要です です 

　工場や商店、農業などを営んでいる法人や個人が、その事業のために用いる
機械、器具、備品などを償却資産と言い、固定資産税の課税対象となります。
　償却資産をお持ちの人は、法律に基づき、毎年１月１日時点の所有状況を
その償却資産の所在地の市町村長へ申告する必要があります。
　市では12月中旬ごろ、償却資産をお持ちの人に申告書を送付しますので、
必要事項を記入の上、税務課資産税グループへ提出してください。

償却資産とは？

※�無形固定資産（鉱業権、特許権など）および自動車税、軽自動車税の課税対象になって
いる自動車（小型特殊自動車〔トラクターなど〕）は、課税対象になりません。

※�新規に事業を始めた人や申告書が届かない人は、資産税グループへご連絡ください。
また、償却資産申告書および明細書は、市ホームページからダウンロードできます。

※所有する資産に変更がない場合も、申告書の提出をお願いします。

資産の種類 主な償却資産の例
①構築物 門、フェンス、広告塔、アンテナなど

②機械および装置 ポンプ、クレーン、各種生産機械、コンベヤー、耕うん機など

③船舶 ボートなど

④航空機 ヘリコプターなど

⑤車両および運搬具 台車、大型特殊自動車など

⑥工具・器具および備品 測量工具、事務机、ロッカー、パソコンなど

　毎年１月１日時点において所有している有形固定資産で、その減価償却が法人税法または所得税法の規
定による所得金額の計算上、損金または必要経費に算入されるものです。

申告対象となる資産

申告書
提出期限
令和３年

２月１日（月）

家屋を取り壊した場合は「取り壊し届」を忘れずに

家屋の所有者が変わった場合は届け出を

　毎年１月１日時点において建っている家屋に、固定資産税が課税されます。家屋が建っているかの現地
調査は、計画的に行っていますが、垣根や塀などで確認できないこともあります。家屋を取り壊した場合は、
速やかに「建物取り壊し届」を資産税グループへ提出してください。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の滅失登記の手続きを行ってください。その場合は、資産税グルー
プへの届け出は不要です。

　固定資産税は、毎年１月１日時点の所有者に課税されます。未登記家屋について、相続、売買、贈与などに
より所有者に変更があった場合は、速やかに「家屋補充課税台帳所有者変更届」を資産税グループへ提出し
てください。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で所有権移転登記の手続きを行ってください。その場合は、資産税グルー
プへの届け出は不要です。
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図書館だより（12月）図書館だより（12月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

『流星シネマ』／吉田篤弘著　
角川春樹事務所（2020年５月刊）
　タウン誌「流星新聞」を作って暮ら
す「僕」が過ごす、個性的で魅力的な
人々との優しく穏やかな日常。ゆっ
くり季節は移り変わっていくけれ
ど、いつでも未来は待っている。

図書館の本棚から

一
　
般

児
　
童

『捨てる時間術
　最適な「人生のペース」が見つかる』
若杉アキラ／著
日本実業出版社（2019年６月刊）
　「やることがいっぱい」で疲れていま
せんか。仕事、お金、人間関係、片付け、
家事、育児などのカテゴリ別に、時間の
ムダを見直す70のコツを伝授します。

～新着だより～
●始まりの木／夏川草介
●もっこすの城／伊藤潤
●スター／朝井リョウ
●�ネヴァー・ゲーム／ジェフリー・ディーヴァー
●ベスト・オブ・渋沢栄一／木村昌人
●未来のサイズ／俵万智
●庭づくりのためのDIY ／山田芳照

●どすこーい／山岡ひかる
●あばれネコ／キューライス
●ゆめぎんこう／コンドウアキ
●猫町ふしぎ事件簿／廣嶋玲子
●セラピードッグのハナとわたし／堀直子
●もうふちゃん／くさかみなこ
●オオハシ・キング／当原珠樹

ほか472冊

市立医療センターだより市立医療センターだより  市立医療センター（☎83－0990）

わくわく・どきどき・絵本をあそぶ
　12月５日（土） 午後２時～ 市立図書館（児童室）
関おはなし会
　12月９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
　12月16日（水） 午後３時～ 関文化交流センター
クリスマス人形劇
　12月19日（土） 午後２時～ 市立図書館（児童室）
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
　12月24日（木） 午前10時～ 市立図書館（児童室）
休館日 市立図書館…�毎週火曜日、25日（金）、29日（火）

　　　　　　～令和３年１月５日（火）（年末年始）
関図書室…��毎週月曜日、25日（金）、29日（火）
　　　　　～令和３年１月４日（月）（年末年始）

新任医師を紹介します～内科編～　

総合診療科医師　笹
さ さ も と

本　浩
こ う へ い

平
専門領域　総合診療・災害医療
　10月1日に市立医療センター内科に着任した笹本浩平です。数学教師から　10月1日に市立医療センター内科に着任した笹本浩平です。数学教師から
医師に転身しました。京都府立医科大学を卒業して福井県で勤務し、その後、医師に転身しました。京都府立医科大学を卒業して福井県で勤務し、その後、
三重県に参りました。亀山市の皆さんの健康の一助となれるよう診療・勤務さ三重県に参りました。亀山市の皆さんの健康の一助となれるよう診療・勤務さ
せていただきますので、何とぞよろしくお願いします。せていただきますので、何とぞよろしくお願いします。

視覚障がい者用録音図書「山鳩文庫」のご案内
　図書館では、出版物を音訳した録音図書「山鳩
文庫」を89作品所蔵しています。ご利用を希望の
人は、録音図書利用登録申請書を提出していた
だく必要がありますので、図書館へお問い合わ
せください。
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

歴史博物館だより（12月）歴史博物館だより（12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
※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第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、14日（月）～18日（金）（展
示撤収のため）、21日（月）～25日（金）（館内整
理のため）、29日（火）～令和３年１月３日（日）

（年末年始）

＜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

　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ほどの積雪が予測される場合には、予防的に国道を一時通行止めした上で、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。

　　
　大雪で車が立ち往生しないよう　大雪で車が立ち往生しないよう
　　国道１号鈴鹿峠国道１号鈴鹿峠をを通行止め通行止めにすることがあります！にすることがあります！

大雪による車の立ち往生の様子

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）

 国土交通省　三重河川国道事務所からのお知らせ

国土交通省　冬の三重 雪みち運転まるわかりNavi
https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/snownavi/

除雪等で活躍する雪害対応車両

ホイルローダ

薬剤散布車（除雪板無）

除雪ドーザ

薬剤散布車（除雪板付）

散水車（除雪板付）

モーターグレーダ
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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。

子ども向けプログラミング無料体験
　ゲームを作りながら楽しくプロ
グラミングを学ぼう！
と　き　
①12月27日（日）�午前10時～11時
②12月28日（月）�午後４時～５時
③12月29日（火）�午後４時～５時
ところ　クリプトメリア
　　　　（太岡寺町529－１）
定　員　各回４人（先着順）
申込・問合先　
　服部（☎050－5361－8794））

三重・関リトルシニア
硬式野球体験会

　硬式野球に興味のある人、高校
球児を目指す人、男女問わず気軽
にお越しください。スタッフが丁
寧に指導します。
と　き　12月26日（土）
　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　（半日でも可）
ところ　関総合スポーツ公園
　　　　多目的グラウンド
対象者　小学６年生～中学１年生
参加費　無料
持 ち物など　グローブ（軟式用で
も可）、スパイク、昼食、飲み物、
動きやすい服装

申 込・問合先　三重・関リトルシニ
ア事務局（渡辺　☎090－2937
－3391）

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故
42件（－30件） 882件（－217件）２件（－１件）57件（－33件）

令和２年交通事故発生状況
（10月末時点[暫定]・亀山署管内）

※（　）内は前年同期比の増減数
～年末の交通安全県民運動～

実施期間　12月１日（火）～10日（木）の10日間
運動の重点
　（１）子どもと高齢者の交通事故防止
　（２）横断歩道における歩行者優先の徹底
　（３）シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　（４）飲酒運転の根絶
三重県交通安全県民運動スローガン
思いやる�やさしい心で�走る三重�～気持ち良い�運転マナーの�美

うま

し国～
亀山警察署（☎82－0110）

12月4日(金) ～12月10日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「12月３日から９日は障害者

週間です」
●エンドコーナー
　「なのはな保育園」
12月11日(金)～12月17日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　�「年末年始の特別清掃期間と

ごみの分け方・出し方について」
●エンドコーナー
　「神辺保育園」

※�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。

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①12月17日（木）
　　　　②令和３年１月21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仏像を眺めて見よう！
　　　　　（語り部　野崎耕治さん）
　　　　②伊勢兵士
　　　　　（語り部　西川　均さん）
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）

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

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。

12月の納期
（納期限・口座振替日）

12月25日（金）

令和３年１月４日（月）
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