
みの人を除く）へ、12月下旬から令
和３年２月下旬にかけて、地方公共
団体情報システム機構から交付申
請書が送付されます。
　マイナンバーカードは、マイナ
ンバーの提示と本人確認が１枚で
できるカードです。また、オンライ
ンで子育てをはじめとする行政手
続きができたり、コンビニエンス
ストアで住民票の写しなどが取得
できたりします。さらに、令和３年
３月からは、健康保険証としての
利用も始まります。ぜひこの機会
に、マイナンバーカードを作りま
せんか？
スマートフォンでの申請が便利です
　交付申請書の二次元コードから
申請用ウェブサイトにアクセスし、
申請してください。
※�市の窓口、郵送、パソコンなどで
も申請できます。詳しくは、同封
の案内や市ホームページをご覧
ください。

年末年始のごみ収集は
ごみ収集カレンダーでご確認を

環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

　A地区の12月第３～５週目の
ごみ収集日は、通常の収集日と一
部異なりますのでご注意ください。
※�収集日など詳しくは、「ごみ収集
カレンダー」でご確認ください。
※�年末年始のごみ収集は、通常よ
り遅くなる場合があります。
※�年末年始の総合環境センター
でのごみの受付は、表紙（1ペー
ジ）に掲載しています。
※�市ホームページ
「ごみ収集カレン
ダー」アクセス
二次元コード

暮らしの情報

里親さんのお話、聞いてみませんか？
～里親説明会in亀山～

県児童相談センター総務・家庭児
童支援室（☎059－231－5669）
　里親に関心のある人、子どもの
ために何かしたいと思っている人、
どなたでも大歓迎です。ぜひ、お気
軽にご参加ください。
と　き　令和３年１月29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
内　容
 ①里親体験談 
　�　県内で活躍されている里親の
皆さんの生の声を聞くことがで
きます。

 ②知ってほしい。里親制度 
　�　里親の種類や里親登録までの
流れ、三重県の現状などを知る
ことができます。

 ③質問コーナー 
　�　希望の人は、個別に相談がで
きます。

定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　令和３年１月19日（火）
申 込方法　県ホームページ（「三重
県�里親制度」で検索）掲載の参
加申込書（チラシ）でお申し込
みいただくか、県児童相談セン
ター総務・家庭児童支援室へお
問い合わせください。

マイナンバーカード未取得者へ
交付申請書が送付されます

市民課戸籍住民グループ
（☎84－5004）

　マイナンバー（個人番号）カード
の交付申請を行っていない人（令和
２年中に出生、国外からの転入など
で交付申請書をすでに受け取り済

「亀山７座」トレイル
ゆっくりと楽しむ山歩き
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）
　対象者を限定し、ゆっくり、のん
びりと山歩きを楽しむイベントを
開催します。
と　き　
▷１回目　令和３年１月16日（土）
▷２回目　令和３年１月24日（日）
　両日とも午前10時～午後２時ごろ
※�天候などにより、中止する場合
があります。

登 山場所　観音山（224m）、羽黒山
　（290m）　※約７㎞の周回コースです。
集合場所　関支所玄関前
対象者　
▷�１回目　60歳～75歳の人で、
日ごろからウォーキングなどの
運動を行っている人
▷�２回目　60歳以下の人で、これ
から山歩きを始めたい人

共通事項
　市内に在住する健脚で体力に自
信がある人
※�通院中の人や心疾患がある人は
ご遠慮ください。

定　員　各回15人程度（先着順）
参加費　無料
申込期限　12月25日（金）
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。
※�申込時にお断りさせていただく
こともあります。

持 ち物など　リュックサック、昼
食、飲み物、タオルなど

服 装など　登山靴または履き慣れ
た靴、帽子、手袋、防寒着、登山に
適した服装など

そ の他　予定コースには、急な上
りや下りがあります。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
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▷令和３年１月27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20人（先着順）
※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　12月18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　教室開始前に簡単な問診
を行います。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
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）
　二の腕を引き締めたい人や、猫
背を治したい人などにおすすめで
す。一緒に上半身を鍛えましょう。
と　き　
▷令和３年１月13日（水）�午後２時～
　…上半身を鍛えよう①
▷令和３年１月20日（水）�午前10時～
　…上半身を鍛えよう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
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　12月18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　講座開始前に簡単な問診
を行います。中学生以下の子ど
も同伴での利用はできません。

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

入賞作品展示会
と 　き　12月21日（月）～令和３年1月6日（水）
と ころ　亀山エコータウン本館１
階正面北入口

（最優秀賞作品）

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　
▷令和３年１月６日（水）�午後２時～３時
▷令和３年１月27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　12月18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　説明会開始前に簡単な問
診を行います。中学生以下の子
ども同伴での利用はできません。

あいあい運動教室
～ボールエクササイズ～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

　ボールを利用してストレッチや運
動を行います。球技が苦手な人でも大
丈夫です。楽しく体を動かしましょう。
と　き　
▷令和３年１月６日（水）�午前10時～11時30分

年末年始の
し尿汲み取り事業者の休業日

環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

　浄化槽などの設置場所によって、
依頼できる事業者が異なります。

令和２年度環境保全推進ポスター
入賞者が決まりました！

環境課環境創造グループ
（☎96－8095）

　「未来へつなげよう！亀山の豊
かな自然～亀山の美しい森

も り

林や川、
里山、動植物といった自然環境を
守ること～」をテーマに、令和２年
度環境保全推進ポスターを市内の
小学４年生～６年生を対象に募集
し、多数の応募をいただきました。
　最優秀賞作品は、令和３年の環
境保全推進カレンダーとして、市
内の公共施設に掲示し、環境保全
の啓発に活用します。
　なお、本年度は最優秀賞と優秀
賞に加え、特別賞として鈴鹿川等
源流の森

も り

林づくり協議会会長賞も
表彰しました。各受賞者は、次のと
おりです。
 最優秀賞 
亀山東小学校　原

はら

　慈
めぐみ

さん
 鈴鹿川等源流の森林づくり協議会会長賞 
井田川小学校　伊

い と う

東　花
か り ん

梨さん
 優秀賞 
井田川小学校　財

たからべ

部　夏
な お

緒さん
亀山東小学校　新

しんぎょく

玉　愛
あ い と

斗さん
亀山西小学校　若

わかばやし

林　穂
ほ の

実さん
亀山西小学校　新

しんどう

堂　陽
は る き

葵さん

亀山地区
事業者名 休業日

㈲亀山野崎清掃社
（☎82－0822） 12月29日（火）～

令和３年１月４日（月）㈲井田川清掃
（☎82－2006）
㈲豊田衛生
（☎82－1738）

12月28日（月） 正午～
令和３年１月４日（月）

関地区
事業者名 休業日

㈲関清掃
（☎96－0814）

12月29日（火）～
令和３年１月４日（月）
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暮らしの情報

　ふるさと納税を通じた市のPR
にご協力いただける事業者は、ぜ
ひお申し込みください。
対 象者　市内に事務所または事業
所を有する法人・そのほかの団
体、市内で事業を営む個人

申込期限　令和３年１月29日（金）
申 込方法　産業振興課商工業・地
域交通グループへ、必要書類を添
えて申込書を提出してください。
※�申込方法など詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

※写真はイメージです

ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各部10人（先着順）
参加費　12,000円
※�スポーツ保険料が別途必要
　（年間保険に加入の人は不要）
持 ち物など　飲み物、タオル、室内
用シューズ、動きやすい服装

申込開始日　12月19日（土）　
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。

テニス教室
西野公園体育館（☎82－1144）
　初心者、中級者を対象にした硬
式テニス教室です。屋外で楽しく
テニスをしませんか？
と 　き　令和３年１月12日～３
月９日の火曜日　午前９時30
分～11時（２月23日を除く全
８回）

ところ　西野公園庭球場
対象者　18歳以上の人
定　員　20人程度（先着順）
参加費　4,400円
※�スポーツ保険料が別途必要
　（年間保険に加入の人は不要）
持 ち物など　飲み物、タオル、動き
やすい服装、着替え等

申込開始日　12月22日（火）
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。

募　集
ふるさと納税

返礼品提供事業者の募集
産業振興課商工業・地域交通グループ

（☎84－5049）
　亀山市を“ふるさと”として応援
してくれるふるさと納税寄附者へ、
亀山市ならではのお礼の品を進呈
するため、返礼品の提供（有償）に
協力いただける事業者を募集しま
す。

妊婦教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　令和３年１月18日（月）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内 　容　赤ちゃん訪問などでよく
ある相談についての話

対 象者　市内に住所を有する妊婦
とその夫

定　員　５人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　12月18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。
※申込時に簡単な問診をします。

２カ月集中シェイプアップ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　運動指導や栄養面などを全体的
にサポートし、体重（体脂肪）を減ら
すことを目指します。
　初回参加時と最終日に体重測定
を実施し、マイナス１㎏につき参加
費から1,000円のキャッシュバッ
ク（上限額は5,000円）を行います。
　食生活を正し、健康的な体づくり
に、ぜひ取り組んでみませんか？
※�教室内容や取組方法など詳しく
は、関Ｂ＆Ｇ海洋センターへお
問い合わせください。
※�期間内（２カ月）は関Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンターのプールの利用料が無料

と 　き　令和３年１月12日～３
月23日の火曜日（２月23日を
除く全10回）
▷午前の部…午前10時～11時30分
▷午後の部…午後１時～２時30分

※�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。

12月18日（金）～24日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「みずほ台幼稚園」
12月25日（金）～31日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「みなみ保育園」
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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　１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　１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11月月

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

関宿里山の会
恒例「初日の出山行」

　１月１日（元旦）に、関宿里山三山
（関富士・観音山・羽黒山）の一つであ
る観音山（標高224m）の頂上で、伊
勢湾から昇る初日の出を眺めます。
と　き　令和３年１月１日（祝）��午前７時
集 合場所　観音山（関町新所）の頂上
展望台

問合先　関宿里山の会
　（一見　☎090－2314－8068）

第67回亀山市駅伝競走大会
参加チームの募集

と　き　令和３年２月14日（日）
　　　　午前８時30分～
※小雨･小雪決行、荒天中止

コ ース　亀山公園～関文化交流センター（全７区間）
参加区分　
　①事業所の部　
　②自治会の部
　③一般の部
チ ーム編成　各部とも1チーム選手７
人、補欠４人、監督１人の合計12人以内

申 込期限　令和３年１月15日（金）�午後５時

申 込・問合先　NPO法人亀山市ス
ポーツ協会事務局（スポーツ研
修センター内�☎97－3686）
※�申込方法など詳しくは、NPO法人
亀山市スポーツ協会ホームペー
ジ（URL https://www.kamesupo.
net）をご覧いただくか、協会事務局
へお問い合わせください。

令和２年 犯罪発生状況令和２年 犯罪発生状況

※（　）内は前年同期比の増減数

総　数
165件（－5）

江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
90件（+4） 44件（±0） 8件（－6） 18件（+1） 5件（－4）

　 亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

「年末特別警戒取締り」を実施します

10月末時点・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況

◆実施期間◆　　12月14日（月）～25日（金）
　亀山警察署では、年末における各種事件事故の防止を図るため、「年末特別警戒取
締り」を実施します。犯罪被害に遭わないよう、しっかりと防犯対策をしましょう。
▷少しの時間でも、家・車・自転車の施錠を忘れない！
▷自転車・バイクは防犯登録を行い、ツーロックで盗難を防止する！
▷センサーライト等の防犯設備を取り付ける！
▷�特殊詐欺対策として、現金を「振り込まない！」、「送らない！」、「手渡
さない！」の３ない行動を心掛ける！
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