
東海道のおひなさま
亀山宿・関宿

東海道のおひなさま
亀山宿・関宿実行委員会

（亀山市観光協会内　☎97－8877）
　今年も亀山宿・関宿の町並みで
ひな飾りを展示します。
と　き　２月13日（土）～３月6日（土）
ところ　亀山宿・関宿一帯

亀山まちかど博物館
in 亀山エコータウン（夢ひろば）

亀山まちかど博物館
（☎090－6571－3115）

かめやま文化年プロジェクト実行
委員会事務局（文化スポーツ課文化
共生グループ内　☎96－1223）
　亀山まちかど博物館とは、個
人が収集した民芸品・骨董品・手
芸品などを展示する珍しい形の
博物館です。今回は、かめやま文
化年に合わせて市内にある18施
設の珍しいコレクションを合同
で展示するほか、プラレールの
実走、紙芝居、正調鈴鹿馬子唄披
露、チャリティー似顔絵なども
開催します。気軽にお立ち寄り
ください。
と…　き　２月13日（土）�午前10時
～午後７時、２月14（日）�午前
10時～午後５時
と…ころ　亀山エコータウン２階
　　　　夢ひろば
入場料　無料

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　２月18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。

かめやま文化年2020
かめやまに「元気」をとどける

ハートフルコンサート
亀山市文化会館（☎82－7111）
　ワンコインコンサートを開催し
ます。クラリネット、ヴァイオリン、
ピアノの調べでかめやまに「元気」
をお届けします。
と　き　２月21日（日）
　　　　午後２時～
※開場は午後１時～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　１人500円（全席自由）
※３歳未満で席が不要であれば無料
※�市文化会館で前売券を販売して
います

もよおし
就職氷河期世代支援セミナー

マイチャレ三重
（おしごと広場みえ内　☎059－222－3309）
　就職氷河期世代の支援をテーマ
とした、どなたでも参加いただけ
るセミナーです。
と　き　２月８日（月）
　　　　午後１時30分～４時
と…ころ　アストホール（津市羽所
町700番地�アスト津４階）
内　容　講演会、ワークショップ
講…　師　東京大学社会科学研究所
教授　玄田有史さん
定　員　70人
参加費　無料
申…込方法　マイチャレ三重へ電話
で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。
「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　2月16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）
…はなカフェ…
と　き　2月26日（金）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　老人福祉関センター
問合先　はなの家（☎96－0217）

この事業は、宝くじの助成金で
実施します。

葛島涼子
（クラリネット）

波馬朝光
（ヴァイオリン）

百瀬愛莉
（ピアノ）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

対…象者　市内に在住する、登山に
関心がある人やこれから登山を
始めたい人など
定　員　20人程度（先着順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申込期限　２月19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。
主…　催　「亀山７座トレイル」登山
道活用ネットワーク

亀山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希望
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、
お気軽にご参加ください。（完全予
約制のため、事前にハローワーク
鈴鹿へご相談ください）
と　き　３月５日（金）
　　　　午後１時30分～４時
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
を予定する企業（３社程度）
参…加対象者　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
持…ち物　受付票（予約された人に
ハローワークから交付）、履歴書、
障害者手帳（できる限りご持参
ください）
その他
　ハローワークに求職登録をされ
ていない人は、事前にハローワー
クにお越しください。
※�新型コロナウイルス感染症の感
染拡大の状況によっては中止の
可能性もあります。あらかじめ
ご了承ください。

第２回ウェブ福祉の
就職フェアの開催

（福）三重県社会福祉協議会三重県
福祉人材センター（☎059－227
－5160、FAX059－222－0170）
　福祉の仕事をお探しの人を対象に、
ウェブ福祉の就職フェア（特設サイ
トの開設、オンライン説明会）を開催
します。ぜひ、ご参加ください。
…特設サイトの開設…
　法人情報等を掲載します。
掲載期間　
　１月８日（金）～３月（予定）
URLhttps://mie-fukushijobfair.jp/
…オンライン説明会…
　求職者と事業所が、インター
ネット上でZoomアプリを使用し
て質疑応答を行います。
と　き　２月21日（日）
　　　　午前10時～午後４時
対…象者　福祉の職場に就職希望、
または関心のある人
参加方法　
①�会場（三重県社会福祉会館３階
研修室）で参加
②�自宅等のパソコン、タブレット、
スマートフォンなどで参加
※�２月15日（月）�正午までに、特
設サイトで、または（福）三重県
社会福祉協議会三重県福祉人材
センター（〒514－8552�津市
桜橋二丁目131）へ郵送、ファク
スでお申し込みください。

「亀山7座トレイル」
登山講習会

地域観光課観光交流グループ
（☎96－1215）

　市内の山域での山岳遭難が増加
しています。救助の現状と、もしも
のときの対処方法など、亀山市消
防山岳救助隊がお話しします。
と　き　２月26日（金）　
　　　　午後７時～８時30分
ところ　市文化会館２階会議室
講　師　亀山消防署警防課
　　　　消防救助グループ

わくわく木工工作PartⅢ
産業振興課森林林業グループ

（☎84－5068）
　市産材の杉を使った工作を楽し
みませんか？ほかにも、わくわく
する体験を用意しています。ぜひ、
ご参加ください。
と　き　３月６日（土）
▷第１部…午前10時～正午
▷第２部…午後１時～３時
と…ころ　林業総合センター
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…本立て
　　　　　第２部…踏み台
※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　２月８日（月）�午
前８時30分
申…込方法　産業振興課森林林業グ
ループへ電話でお申し込みくだ
さい。

プレミアム商品券の使用期限は、�
令和３年２月28日（日）です。
プレミアム商品券を購入された
人は、使用期限までに利用可能店
舗でご使用ください。
※�使用期限を過ぎると、プレミア
ム商品券は利用できなくなり
ます。ご注意ください。

問合先
産業振興課商工業・地域交通グ
ループ（☎84－5049）

亀山プレミアム商品券亀山プレミアム商品券
「TAKERU」「たちばな」の使用は「TAKERU」「たちばな」の使用は

お済みですか？お済みですか？
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申込期間　２月８日（月）～17日（水）
※�応募者多数の場合は、主催者側
で調整する場合があります。
申…込方法　鈴鹿工業高等専門学校
ホームページ（地域の皆様・もの
づくり体験教室［令和３年春季］
ページの応募フォーム）から、お
申し込みください。

URLhttps://www.suzuka-ct.ac.jp/

お知らせ
軽自動車税の

減免制度をご存知ですか？
税務課市民税グループ

（☎84－5063）
　市では、身体などに障がいのあ
る人の社会参加を支援するため、
軽自動車税（種別割・環境性能割）
の減免制度を設けています。
　障がいのある人が所有する軽自
動車等について、一人につき１台
限り減免を受けることができます。
減免の適用要件など詳しくは、税
務課市民税グループへお問い合わ
せいただくか、市ホームページを
ご覧ください。
…継続される人は手続きが必要です…
　令和２年度に軽自動車税種別割
の減免を受けた人および令和２年
12月までに新規申請した人へ、継
続申請の申請書を送付しました。
引き続き減免を希望する人は、必
要事項を記入の上、市民税グルー
プ（〒519－0195�本丸町577）へ
ご提出ください。
提出期限　２月19日（金）（必着）

令和3年4月に地域包括支援
センターを増設します

鈴鹿亀山地区広域連合
（☎059－369－3204）

　鈴鹿亀山地区広域連合では令和
３年４月から、亀山市の日常生活圏

域を現在の１圏域から２圏域へ再
編し、地域包括支援センターを増設
するとともに、名称を変更します。
　これに伴い、介護予防サービス
等の利用における担当者等が変更
となる場合があるため、２月から
随時、現在および新しい担当職員
が説明のために自宅を訪問します
ので、ご協力をお願いします。
　詳しくは、鈴鹿亀山地区広域
連合ホームページ（URLhttps://
www.suzukakameyama-
kouiki.jp/）をご確認ください。

かめやま健康マイレージの
応募について

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　今からでも間に合います！ポイ
ントを貯めてかめやま健康マイ
レージに応募して、健康づくりに
取り組みましょう！
対…象者　18歳以上で市内に在住
または在勤する人
内…　容　自分の健康づくり目標を
決めて取り組んだり、健（検）診
や教室に参加したりすることで
ポイントを獲得でき、30ポイン
ト貯めると、特典に応募できま
す。（１人５回まで）
応募特典　△ �

抽選…健康関連景品や、亀山市
の物産品△ �

応募者全員…三重とこわか健康
応援カード
応募期限　３月10日（水）
応…募方法　健康ポイントシートに
必要事項を記入の上、郵送また
は窓口（長寿健康課健康づくり
グループ・市民課国民健康保険
グループ）へお持ちください。
※ポイントは自己申告となります。
※�詳しくは、市ホームページまた
は「かめやま健康マイレージ」
チラシをご覧ください。

第16回亀山市美術展（市展）
文化スポーツ課文化共生グループ

（☎96－1223）
と…　き　３月８日（月）～14日（日）
　午前10時～午後５時
※14日（日）は正午まで
と…ころ　市文化会館、中央コミュ
ニティセンター
入場料　無料
展…示作品　日本画、洋画、写真、書、
彫刻・工芸の５部門で、審査の結
果、入賞・入選した作品
公開審査
と　き
▷２月27日（土）
　日本画部門…午後２時～
　写真部門…午後３時30分～
▷２月28日（日）
　洋画部門…午前10時～
　彫刻・工芸部門…午後１時～
　書部門…午後３時～
と…ころ　市文化会館、中央コミュ
ニティセンター

春季ものづくり体験教室
鈴鹿工業高等専門学校総務課地
域連携係（☎059－368－1717）
　ものづくりが好きな人、プログ
ラミングに興味がある人など、ぜ
ひご参加ください。
と…　き　２月28日（日）、３月26日
（金）～31日（水）
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
講座内容
①機械工学のひとこま
②電子ホタルを作ろう
③�マイコン電子制御（IchigoJamで
プログラミング入門コースまたは
Arduinoで演奏と距離計測コース）
④�環境による色の変化を観察しよう！
⑤ポンポン船でサイエンス
※�各講座で開催日時や定員などが
異なりますので、詳しくはホー
ムページでご確認ください。
対象者　中学１・２年生
参加費　無料
※傷害保険料１日50円が別途必要
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

不妊・不育症治療費の
一部助成を行っています
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　不妊症や不育症の治療を受けて
いる夫婦の経済的な負担を軽減す
るために、治療費の一部を助成し
ています。
※�申請方法など詳しくは、長寿健
康課健康づくりグループへお問
い合わせください。
…不妊治療費助成金（こうのとり支援）…
対…象者となる治療　体外受精、顕
微授精または人工授精
助…成額　助成対象経費（保険診療
適用外）の２分の１で、10万円
を上限
※�三重県特定不妊治療費助成金を
受けている場合は、助成対象経
費からその額を控除します。
※�特定不妊治療費助成金上乗せ助
成金と併用しての申請はできま
せん。
対象者　次のすべてに該当する人
▷�前年の所得合計額が730万円未
満の法律上婚姻している夫婦
▷�治療開始日における妻の年齢が
43歳未満であること
※�令和２年３月31日時点で妻の
年齢が42歳の人は、44歳にな
るまでが対象
▷�申請者（不妊治療を受けた人）が、
申請日の１年以上前から本市に
住民登録していること（申請す
る年度分の治療費が助成対象）
申請期限　３月31日（水）
※�不妊治療を終えた日が２月１
日～３月31日の場合は、当該不
妊治療を終えた日から起算して
60日を経過する日まで
…特定不妊治療費助成金上乗せ助成金…
助成限度額　10万円
対象者　次のすべてに該当する人
▷�前年の所得合計額が400万円未
満の法律上婚姻している夫婦
▷�三重県特定不妊治療費助成金を
受けている夫婦

風しん追加的対策について
～成人男性の風しん抗体検査と

予防接種について～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
　市内に住民登録のある昭和37
年４月２日～昭和54年４月１日
生まれの男性は、無料クーポン券
を使って風しんの抗体検査を受け、
抗体価が十分でない場合は予防接
種を受けることができます。
実施期間　令和４年３月31日まで
無料クーポン券送付対象者

※�有効期限を１年間延長していま
す。「有効期限が2020年３月」
と記載のある無料クーポン券は、
令和３年３月まで使用できます。
検査回数　１回
※�平成26年４月以降の抗体検査
の記録がある場合は検査不要
接種回数　１回　
※�抗体価が十分でない場合（HI法
で８倍以下など）に接種
検査・接種場所　協力医療機関
※�通知が届かない人や亀山市へ転
入した人で希望する場合は、無
料クーポン券を発行しますので、
長寿健康課健康づくりグループ
へお問い合わせください。

※�新規に三重県特定不妊治療費助
成金を申請する場合は、第２子
以降の特定不妊治療に対する助
成回数追加助成金があります。
…不育症治療費助成金…
助…成対象経費　不育症と診断され
てからの治療や検査の費用（保
険診療適用外）
助成限度額　10万円
対…象者　前年の所得合計額が400
万円未満の法律上婚姻している
夫婦
〇三重県不妊専門相談センター
　県では不妊や不育症に関する相
談（電話・面接）に応じるほか、情報
提供を行っています。
　どなたでもご利用いただけます。
どんなことでも、お気軽にご相談
ください。

生
年
月
日

昭和47年
４月２日～
昭和54年
４月１日

昭和37年
４月２日～
昭和47年
４月１日

送
付
時
期

令和元年
５月末

令和２年
３月末

有
効
期
限

令和３年
３月31日※

令和４年
３月31日

専用
電話番号 059-211-0041

相談日

毎週火曜日
※�祝日・年末年始
（12/29 ～1/3）
を除く

受付時間
午前10時～午後４時
（第１・第３火曜日
のみ午後８時まで）

相談員 助産師・看護師・不妊
カウンセラー（女性）

固定資産税・都市計画税 第４期
国民健康保険税　　　　 第８期
介護保険料　　　　　　 第６期
後期高齢者医療保険料　 第８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。

２月の納期
（納期限・口座振替日）

３月１日（月）
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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　２月１日（月）
申…込方法　（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。

認知症サポーターになりませんか？
亀山地域包括支援センター
「きずな」（☎83－3575）

認知症サポーター養成講座
と…　き　２月16日（火）
　　　　午後２時～３時30分
内…　容　認知症とはどういうもの
かを知り、認知症の人や家族へ
の対応を学ぶ
対…象者　市内に在住・在勤・在学
の人
申込期限　２月15日（月）
ステップアップ講座
と　き　３月４日（木）
　　　　午後２時～３時30分
内…　容　認知症サポーター養成講
座の復習、症状の原因と対応、体
験談など
対…象者　市内に在住・在勤・在学
する人で、これまでに認知症サ
ポーター養成講座を受講した人
申込期限　2月22日（月）
共通事項
ところ　あいあい２階大会議室
定　員　各30人（先着順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申…込方法　亀山地域包括支援セン
ター「きずな」へ直接または電話
でお申し込みください。

フォームチェックで記録更新
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタ
フライ（25m・50m・100m）から
種目・距離を選択し、記録を測定し
ます。また、フォームチェックを行
い、改善点をアドバイスします。
と　き　３月５日（金）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参…加費　500円（スポーツ保険料
含む）
持…ち物　水着、タオル、キャップ、
ゴーグル
申込開始日　２月４日（木）
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。

大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　水が苦手な人や泳げない人でも
気軽に参加できる初心者向けの水
泳教室です。水慣れから徐々にス
テップアップし、クロールの基礎
までを学びます。
と…　き　３月２日～３月30日の
毎週火曜日　午前11時～正午
（全５回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人程度（先着順）
最少催行人数　５人
参加費　2,000円
※スポーツ保険料が別途必要
持…ち物　水着、タオル、キャップ、
ゴーグル
申込開始日　２月４日（木）
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。

児童扶養手当と障害年金の
併給調整が見直されます

子ども未来課子育てサポートグループ
（あいあい　☎96－8822）
　これまで障害基礎年金等を受
給する人は障害基礎年金等の額
が児童扶養手当の額を上回る場
合、児童扶養手当を受給できま
せんでしたが、令和３年３月分
の手当以降は、児童扶養手当の
額が障害年金の子の加算額を上
回る場合、その差額を児童扶養
手当として受給できるようにな
ります。
※�手当は申請の翌月分から支給開
始となりますが、これまで障害
年金を受給していたため児童扶
養手当を受給できなかった人の
うち、令和３年３月１日に支給
要件を満たしている人は、令和
３年６月30日までに申請すれ
ば令和３年３月分の手当から受
給できます。
支…給対象者　障害基礎年金等を受
けているため児童扶養手当を受
給していない人。ただし、前年の
所得等が一定額以上ある場合は、
手当は支給されません。
手…続方法　すでに児童扶養手当受
給資格者として認定を受けてい
る人は、申請は原則不要です。そ
れ以外の人は、申請が必要です。
詳しくは、子ども未来課子育て
サポートグループへお問い合せ
ください。なお、令和３年３月よ
り前でも申請は可能です。

各種検診・教室
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　２月３日～３月10日の
水曜日�午前10時～11時30分
（２月17日を除く全５回）
ところ　あいあい２階研修室�
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関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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　２月24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　２月３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　２月25日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階研修室
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
についてご紹介します。
※�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
伸や認知症予防、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　（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。
※�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

水中ウォーキング体験会
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　水中でのウォーキングを体験し
てみませんか？水の抵抗や水圧を
利用して楽しく歩く教室です。
と　き　３月11日（木）、18日（木）
▷午前の部…午前10時～11時
▷午後の部…午後１時～２時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各回30人（先着順）
参…加費　各回500円（スポーツ保
険料含む）
持ち物　水着、タオル、キャップ
申込開始日　２月４日（木）　
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。

メタボリック解消セミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　体組成測定器を使用し、体脂
肪量、筋肉量、骨量を計測します。
自身の体の状態を把握し、自分
に合った運動方法を学びません
か？
と　き　３月12日（金）
▷午前の部…午前10時～11時30分
▷午後の部…午後１時～２時30分
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各回20人（先着順）
参加費　各回500円
申込開始日　２月４日（木）
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。
※�申込時（受付時間は午前９時～
午後５時）に測定を行います。

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

して操作する情報機器のことで
す。

募　集
令和３年度「ふれあい農園」の

使用者の募集
産業振興課農業グループ

（☎84－5082）
ところ　川合町731－１
　　　　（ひとみヶ丘南部）
申…込資格　市内に住所を有し、誠
実に栽培管理ができる人（団体
の申し込みも可）
使…用できる期間　令和３年４月
13日～令和５年３月31日
使用料　年間6,000円
　　　　（年度ごとに前納）
使…用できる区画　１区画30㎡（約
９坪）。原則として、１世帯また
は１団体につき１区画
募集区画数　28区画（予定）
注意事項　
▷�申込者多数の場合は、抽選で使
用予定者を決定します。
▷�１世帯または１団体につき、申
し込みは１回までとします。
▷�使用を希望する本人が必ずお申
し込みください。
申込期限　２月15日（月）必着
申…込方法　申込書に必要事項を記
入の上、産業振興課農業グルー
プ（〒519－0195�本丸町577）
へ持参または郵送してください。
※�申込書は、農業グループ窓口で
配布
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▷�パソコン操作（システム入力、ワー
ド、エクセルなど）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
　（更新する場合あり）
勤務日数　月５日程度
※原則として土・日曜日、祝日は休み
勤務場所　あいあい
報　酬　時間給1,250円
通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
社会保険など　労災保険
募集期限　２月12日（金）
応…募方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話連絡の上、履歴
書を持参してください。

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　令和３年４月１日～令
和４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　年208日以内
※�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（予定）
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　２月12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。
※応募者については面接を実施
　（日時などは後日連絡）

介護認定調査員
（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では、介
護認定調査員を募集します。
募…集人数　２人程度（うち１人は
産休・育休代替職員）
業…務内容　亀山市・鈴鹿市内での
要介護認定調査および調査票の
作成・確認作業
対象者　次の要件をすべて満たす人
▷�介護支援専門員、保健師、看護師
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
勤…務場所　鈴鹿亀山地区広域連合
（鈴鹿市役所西館３階）
任…用期間　令和３年４月１日（産
休・育休代替職員は４月30日）
～令和４年３月31日（更新する
場合あり）
※�産休・育休代替職員の任用期間
は、職員の休業期間により短縮
する場合があります。
給与等　月額193,000円（予定）
※�期末手当、通勤手当などがあり、
社会保険などにも加入します。
募集期間　２月4日（木）～16日（火）
応…募方法　鈴鹿亀山地区広域連
合ホームページ（URLhttps://
www.suzukakameyama-
kouiki.jp/）のトピックスに掲
載する募集要項をご覧ください。
採用試験
と　き　２月22日（月）
※時間は受験票に記載し通知します。
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

保健師または看護師
（会計年度任用職員）の募集

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
募集人数　１人
業…務内容　健康相談・指導、母子保
健教室や訪問の実施、窓口対応、
パソコン・事務作業など
応募資格　次のすべてに該当する人
▷�保健師または看護師の資格を取
得または取得見込みの人
▷�普通自動車運転免許（AT限定
可）取得者で、自ら運転して訪問
などができる人
▷�パソコン操作（システム入力、ワー
ド、エクセルなど）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　午前８時30分～午後
５時15分（業務の都合で残業の
場合あり）
勤務日数　週５日
※原則として土・日曜日、祝日は休み
勤務場所　あいあい
報　酬　時間給1,250円
通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
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　２月12日（金）
応…募方法　長寿健康課健康づくり
グループへ電話連絡の上、履歴
書を持参してください。

赤ちゃん訪問スタッフの募集
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
募集人数　２人
業…務内容　赤ちゃん訪問業務（事
前準備、データ入力、事務作業な
ども含む）　
応募資格　次のすべてに該当する人
▷�保健師または看護師の資格を取
得または取得見込みの人
▷�普通自動車運転免許（AT限定
可）取得者で、自ら運転して訪問
などができる人
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勤…務時間　午前８時15分～午後
４時15分（７時間）
勤務日数　年間210日以内
※�原則として学校の休業期間中
（夏休みなど）は休み
勤…務場所　市内小学校または関学
校給食センター
報　酬　時間給940円
※�原則として、学校の休業期間中
は休み
共通事項
任…用期間　令和３年４月１日～令
和４年３月31日
通…勤手当　通勤距離区分に応じて
支給
※①②③④は期末手当の支給あり
社…会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険、労災保険
休…　日　原則として土・日曜日、祝
日は休み
募集期限　2月15日（月）必着
選考方法　書類選考、面接
応…募方法　①②③は教育委員会
事務局教育総務課教育総務グ
ループへ、④⑤は施設・保健給食
グループへ履歴書を持参また
は郵送してください。（〒519－
0195�本丸町577）

市民活動応援制度の審査検
証委員会委員を募集します
まちづくり協働課市民協働グループ

（☎84－5008、FAX82－1434）
　市では、市民活動応援制度の団
体登録の審査や制度全般を検証す
るため、審査検証委員会を設置し
ています。この度、審査検証委員会
委員の任期満了に伴い、新たに委
員を募集します。市民の視点から、
一緒に考えてみませんか。ぜひ、ご
応募ください。
応…募資格　令和３年１月１日時点
で満20歳以上の市内に住所を
有する人
任…　期　令和３年４月１日～令和
５年３月31日
活…動内容　市民活動応援制度の団

教育委員会事務局
会計年度任用職員の募集
教育委員会事務局教育総務課

教育総務グループ（☎84－5072）
施設・保健給食グループ（☎84－5073）
①応接員
募集人数　１人
業…務内容　学校事務職員の補助、
学校環境整備など
勤…務時間　午前８時15分～午後
５時（７時間45分）
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内中学校
報　酬　時間給1,100円
②応接補助員
募集人数　若干名
業…務内容　応接員の補助、学校環
境整備など
勤…務時間　午前８時15分～午後
５時（７時間45分）
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内中学校
報　酬　時間給900円
③スクールバス運転手（小学校）
募集人数　２人
業…務内容　スクールバスの運行・
管理およびそのほか学校業務
応…募資格　乗車定員29人のバス
が運転できる免許取得者
勤…務時間　午前７時～午後４時
45分（７時間45分）
勤務日数　年間230日以内
勤務場所　関小学校
報　酬　時間給1,100円
④給食調理員（調理師）
募集人数　１人
業務内容　学校給食の調理
応募資格　調理師免許を有する人
勤…務時間　午前８時15分～午後
５時（７時間45分）
勤務日数　年間240日以内
勤…務場所　市内小学校または関学
校給食センター
報　酬　時間給1,200円
⑤給食調理員
募集人数　若干名
業務内容　学校給食の調理

体登録の審査や制度全般の検証
など
※�会議は令和３年に２回程度、令
和４年に２回程度、平日に開催
する予定です。
募集人数　２人
※�本制度に登録している団体に所
属する人は応募できません。
※�応募者多数の場合は、応募用紙
による書類選考を行います。
募集期限　２月19日（金）必着
応…募方法　応募用紙に必要事項
を記入の上、まちづくり協働
課市民協働グループ（〒519－
0195�本丸町577、 kyodo@
city.kameyama.mie.jp）へ郵
送、ファクス、Eメールまたは直
接応募してください。
※�応募用紙は市役所、関支所、市民
協働センター「みらい」にありま
す。また、市ホームページからも
ダウンロードできます（「亀山市
市民活動応援制度」で検索）。

小・中学校の「講師」
（常勤・非常勤職員）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）
　令和３年度に、市内の小・中学校
で勤務する講師を募集しています。
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
３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のある人
　（経験や年齢は問わない）
※�応募方法など詳しくは、教育委
員会事務局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。
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子ども将棋大会　参加者募集
亀山児童センター（☎82－9460）
と　き　２月27日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　亀山児童センター集会室
対象者　小・中学生
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込期間　２月16日（火）～24日（水）
申…込方法　亀山児童センター（月
曜日、祝日は休館）へ電話または
直接お申し込みください。

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 （鹿島住宅G－28号） ３階建ての２階（62.40㎡） 17,400円～34,100円 北鹿島町13番

② 羽若住宅J－12号 ３階建ての２階（68.70㎡） 22,400円～43,900円 羽若町493番地１

③ （高塚住宅K－９号） ２階建ての２階（60.00㎡） 17,500円～34,400円 高塚町９番

④ 新所住宅S－201号 ２階建ての２階（29.90㎡） 12,700円～25,000円 関町新所962番地４

⑤ 新所住宅S－202号 ２階建ての２階（29.90㎡） 12,700円～25,000円 関町新所962番地４

⑥ 栄町北住宅U－203号 ２階建ての２階（49.69㎡） 18,400円～36,100円 栄町1382番地10

※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。
※新所住宅は、単身世帯に限ります。
受付期間　２月10日（水）～19日（金）
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　５月下旬（予定）

都市整備課住まい推進グループ（☎84－5038）問合先

　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、春休み期間中の居場所づくりを行います。
と　き　３月26日（金）～４月５日（月）�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16日（火）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）。

3月26日（金）～31日（水）４月１日（木）～５日（月）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
問合先
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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）

消費税は区分経理を行って申告を
申告・納税期限　３月31日（水）
　令和元年10月１日から消費税の
軽減税率制度が実施されました。こ
れに伴い、売上げや仕入れ、経費に軽
減税率（８％）対象品目がある場合、
消費税確定申告書を作成するために
は、売上げや仕入れ、経費を税率ごと
に区分して帳簿に記載する「区分経
理」を行う必要があります。
　収支内訳書や青色申告決算書に記
載の決算額は税率ごとの区分がない
ことから、収支内訳書等からは消費
税確定申告書の作成ができないた
め、課税期間内の課税取引を税率ご
とに区分できるよう、国税庁ホーム
ページに掲載している「課税取引金
額計算表（事業所得用）」等の様式を
用いて整理しておくと便利です。
※�売上げまたは仕入れを軽減税率と
標準税率に区分することが困難
な中小事業者（前々年における課
税売上高が5,000万円以下の事業
者）については、売上税額または仕
入税額の計算の特例が設けられて
います。
※�計算の特例について詳しくは、国
税庁ホームページをご覧くださ
い。

贈与税の申告をお忘れなく
申告・納税期限　３月15日（月）
対象者　次のいずれかに該当する人
▷�年間110万円を超える財産の贈与
を受けた人
▷�次の特例の適用の対象となる贈与
を受けた人
　・配偶者控除
　　（控除額2,000万円）
　・相続時精算課税
　　（特別控除額2,500万円）
　・住宅取得等資金の非課税
※非課税限度額は以下のとおり
（…イ）住宅用の家屋の新築等に係る対
価等の額に含まれる消費税等の税
率が10％である場合

住宅用家屋の新築等に
係る契約の締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外

平成31年４月１日～
　　　令和２年３月31日 3,000万円 2,500万円

令和２年４月１日～
　　　令和３年３月31日 1,500万円 1,000万円

（ロ）…（イ）以外の場合
住宅用家屋の新築等に

係る契約の締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外

平成28年１月１日～
　　　令和２年３月31日 1,200万円 700万円

令和２年４月１日～
　　　令和３年３月31日 1,000万円 500万円

　　税務署からのお知らせ税務署からのお知らせ　　
鈴鹿税務署の
確定申告会場の入場方法について
　新型コロナウイルス感染症対策
として、入場には、日時が指定され
た「入場整理券」が必要です。
入場整理券の取得方法
①当日に申告会場で取得する。
※�配布状況によっては、後日の来
場をお願いすることもあります。
②�国税庁LINE公式アカウントか
ら事前に取得する。
※�国税庁LINE公式ア
カウントを友だち
追加してください。
　�取得方法など詳しくは、国税庁
ホームページをご覧ください。

問合先 鈴鹿税務署（☎059－382－0351）
（音声案内に従って［０］を選択）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取り組み新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための取り組み
　市立医療センターでは、入口でのサーモグラ
フィーによる検温、窓口での透明フィルムによ
る飛沫防止、待合室での席の分離などの対策を
行い、職員一同感染予防に努めています。
　また、12月からタブレット端末を利用した
オンライン面会を実施しています。入院患者と
家族をオンラインでつなぎ、画面越しで面会し
ていただきます。完全予約制となっていますの
で、予約方法など詳しくは、病院総務課へお問
い合わせください。
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歴史博物館だより（２月）歴史博物館だより（２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（23日（火）は祝日のため閉
館）、24日（水）（振替休館）

＜企画展示室＞
「昔の道具」を展示します
と　き　３月７日（日）まで
内…　容　小学３年生の「昔の道具」の授業に合わ
せて、昭和の時代を中心とした昔の道具を展示
しています。

企画展示観覧料　無料

「鉄道のはなし」
と　き　２月28日（日）�午後１時30分～３時
ところ　歴史博物館講義室
定　員　20人（先着順）
講　師　亀山市歴史博物館学芸員　澤田ゆう子
申…込方法　２月１日（月）から開催日の前日まで
に、歴史博物館へ電話または直接お申し込みく
ださい。

内…　容　明治23年12月25日、関西鉄道の四日市
駅・草津駅間が開通したことにより、亀山での
鉄道の歴史が始まりました。この講座では、鉄
道敷設から鉄道のまちと呼ばれた国鉄時代ま
で、亀山での鉄道の歴史を紹介します。

歴史講座歴史講座

令和３年度「亀山市広報サポーター」を募集します！令和３年度「亀山市広報サポーター」を募集します！

応…募資格　
▷18歳以上の個人または市内で活動を行う非営利団体
▷�亀山市に愛着や関心があり、市の情報発信を行う
意欲があること
活…動期間　令和３年４月１日～令和４年３月31日
　　　　　（１年間）
募集期限　３月22日（月）
応…募方法　登録申請書に必要事項を記入の上、政策
課広報秘書グループ（〒519-0195�本丸町577、
kouhouhisyo@city.kameyama.mie.jp）へ直

接または郵送、Eメールでご応募ください。
※�登録申請書は、市ホームページからダウンロード
できるほか、広報秘書グループ、関支所、あいあい
にも設置しています。
その他　活動に対する報酬の支給はありません。

「広報かめやま」 記者「広報かめやま」 記者　　
募集人数　５人程度
活動内容　取材、記事作成など（年４回程度）

問合先 政策課広報秘書グループ（☎84－5021）

　市では、地域の身近な話題や市からのお知らせなどを情報発信していただく「広報サポーター」を募集して
います。「広報かめやま」の紙面づくりや行政情報番組「マイタウンかめやま」への出演など、亀山の魅力の発信
に、ぜひご協力ください！

「マイタウンかめやま 」番組アナウンサー「マイタウンかめやま 」番組アナウンサー
募集人数　10人程度
活…動内容　番組司会、ナレーション収録など
　　　　　（年６回程度）
収録日程　�月曜日または火曜日にスタジオ（関支

所）収録
収…録時間　�午前９時から午後８時までの中で、希望

の時間帯で１時間程度

共通事項共通事項
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図書館だより（２月）図書館だより（２月） 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

『あめつちのうた』　朝倉宏景／著
講談社（2020年6月刊）
　絶望的な運動神経の持ち主の雨宮大
地は、甲子園のグラウンド整備を担当す
る会社に就職。そこで、〈生きている土〉
に向き合い、大地は自分の道を見つけて
いく。そして、甲子園は今年も地道に整
備されつつ、球児たちを待っている。

図書館の本棚から

一
　
般

児
　
童

『昔のお仕事大図鑑』　小泉和子／監修
日本図書センター（2020年10月刊）
　87種類の昔の仕事が、当時の写真
とともに紹介されています。学校の
調べ学習や異世代交流の題材に、ま
た認知症の改善をサポートする回想
法にも利用したい１冊です。

～新着だより～
●二人がいた食卓／遠藤彩見
●�わたしたちが光の速さで進めないなら
　／キム・チョヨプ
●観月／麻生幾
●彩

いろ

無き世界のノスタルジア／行成薫
●武器になるわり算／柳谷晃
●徒然絵つづり百人一首／大田垣晴子
●猫のヒミツ／ねこまき

●ゆうこさんのルーペ／多屋光孫
●フトアゴちゃんのパーティー／ツク之助
●東京さんぽ絵本／阿部行夫
●くつしたどろぼう／さはらゆうき
●およぐ！／麻生かづこ
●彼方の光／シェリー・ピアソル
●世界の自動車大図鑑

ほか360冊

備えて安心！備えて安心！  防災コラム防災コラム

マミーズのおはなし会
　２月６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
　２月６日（土）�午後３時～　市立図書館（児童室）
関おはなし会
　２月10日（水）�午後３時～　関文化交流センター
　２月21日（日）�午後２時～　市立図書館（児童室）

たんぽぽの会の紙芝居会
　２月17日（水）�午後３時～　関文化交流センター
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
　２月25日（木）�午前10時～　市立図書館（児童室）

休館日 市立図書館…�２日（火）、９日（火）、16日（火）、
　　　　　　　　　　　　24日（水）、26日（金）
関図書室…��毎週月曜日、26日（金）

避難生活について
問合先 防災安全課防災安全グループ（☎84－5035）

　避難生活では、「できる限り自分のことは自分ですること」が大切です。普段から非常持ち出し品の準備や、
避難生活の想定をしておき、実際に避難所で生活をしなければならないときは、人が何かしてくれるのを
待つのではなく、自分のことは自分でするようにしましょう。
　また、それと同様に大切なことは、「避難者同士助け合うこと」です。一人ひとりが自分の特技や能力を活か
し、みんなで協力して生活しやすい環境を整えましょう。

考えてみよう！
自分の特技などを踏まえて、避難所でどんなことができるか考えてみましょう。
例）　・受付　　　　　　　　・避難者名簿作成　　　・情報掲示板作成
　 　・共用場所等の清掃　　・炊き出し、調理　　　 ・夜間等警備、防犯啓発　　など

�※�各種イベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になることがあります。なお、現在図書館では、一部サービスを制限させていただ
いています。最新の情報は、直接または図書館ホームページでご確認ください。
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 市に提出される申請書等への押印の見直しについて  市に提出される申請書等への押印の見直しについて 

　市では、市に提出される申請書等への押印の見直しを進めています。行政手続きの簡略化による市
民サービスの向上や業務の効率化を図るとともに、今後の行政手続きのオンライン化を推進しやす
い環境をつくるため、市民および事業者の皆さんが市へ提出する申請書等への押印の義務付けを段階
的に廃止することとしました。

問合先 総務課法務グループ（☎84－5034）

令和３年１月１日から約700件の申請書等について見直しを行いました
　これまで押印を義務付けていた申請書等について見直しを行い、次に該当するものについては、原
則として押印を求めないこととしました。
▷施設の利用申込や閲覧申請など、対象が不特定のものであって本人確認の必要がないもの
▷届出事項の変更など、単に事実または状況を把握することのみを目的とするもの
▷一連の手続きの中で、他の方法により本人の意思による申請等であることの確認が可能なもの
　また、本人が自署した申請書等については、法令等により押印が義務付けられているものを除き、原
則として押印を求めないこととしました。

今後の見直し
　令和３年１月１日において押印の見直しを行わなかった申請書等についても、今後、国の動向も
注視しながら、引き続き押印の見直しを進めていきます。

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　２月15日（月）～19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　２月１日（月）～５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22月月
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

２月５日（金）～２月11日（祝）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「鈴鹿関跡�国史跡指定へ！」
●エンドコーナー
　「亀山愛児園」
２月12日（金）～２月18日（木）
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー
　「加太保育園」

※�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。

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故
48件（－35件） 1080件（－262件）2件（－2件） 63件（－40件）

令和２年交通事故発生状況
（12月末現在[暫定]・亀山署管内）

※（　）内は前年同期比の増減数

～運転免許証の自主返納のすすめ～
　「最近目が見えにくい」、「事故を起こさないか不安だ」など、自身
の運転に不安を感じたり、家族に運転が心配と言われたりしたら、
運転免許証の返納をお考えください！
　返納手続きは、住所地を管轄する警察署か運転免許センターで
できます。
　返納した運転免許証の代わりに、身分証明書として使用可能な
運転経歴証明書を発行することができます（発行には1,100円の
手数料が必要）。
　運転免許証の自主返納や運転経歴証明書の発行は、本人の委任
状等があれば、家族や知人が代理で申請することができます。
　詳しくは、亀山警察署へお尋ねいただくか、三重県ホームページ
（【運転免許証自主返納サポートみえ】で検索）をご覧ください。

亀山警察署（☎82－0110）

　平成31年４月に外国人の受け入れを拡大するよう改正した出入国管理法と難民認定法（改正入管難
民法）が施行され、外国人住民人口が増加しています。亀山市でも外国人住民人口は増加し、ベトナム
語、インドネシア語、中国語など、交わされる言語の種類が増えています。
　在留外国人から市への相談は、日本人と同じように健康保険や年金、税金、子育て、保育園・幼稚園や
小・中学校の手続きなど、多岐にわたります。市の通訳職員が対応できる言語はポルトガル語、スペイン
語、英語だけで、それ以外を母語とする在留外国人への対応は難しく、多言語に対応することが求めら
れていました。
　そうしたことから市では、昨年の2月から在留外国人が安心して生活できるように、さまざまな生活
相談に多言語で対応できる相談窓口（外国人生活相談窓口）を開設しました。相談窓口では、相談者と通
訳者をテレビ電話や電話でつなぎ、同時通訳での相談に応じます。相談できる言語は、ポルトガル語、ベ
トナム語、中国語など12言語です。
　皆さんの近くの在留外国人が、「言葉が通じずに困っている」、「誰に相談したらいいか分からない」
などの悩みを抱えていたら、ぜひこの窓口をご案内ください。
相談窓口：まちづくり協働課市民協働グループ（市役所１階）
※�12言語とは、ポルトガル語、ベトナム語、中国語、インドネシア語、タガログ語、
英語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語、ネパール語、ロシア語です。

※�在留外国人のための相談窓口案内チラシや、多言語での避難所ガイドなども
作成していますので、必要な人は市民協働グループへお問い合わせください。

12言語に対応した外国人生活相談窓口を開設しています！12言語に対応した外国人生活相談窓口を開設しています！

問合先 まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）
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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。

市民による図書館フォーラム
～市民と共に創る図書館を！
　新図書館でやってみたいこと、

期待すること～
と　き　２月21日（日）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階大会議室
内…　容　亀山に関わりのある芸術
活動をしている人、図書館に詳
しいＩターンの移住者、社会教
育が専門の大学教員の３人のパ
ネラーによる提言をもとに、新
図書館の魅力と可能性について
意見交換を行います。
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
申…込・問合先　よりよい図書館を
めざす会（川辺　☎090－8954
－1526）

ぽっかぽかの会
座談会＆ランチトークのお誘い
…座談会…
と　き　２月26日（金）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい
内…　容　志村浩二先生（浜松学院
大学短期大学部子どもの未来創
造センター長・教授）や子ども支
援グループの先生方と、日ごろ
の悩みなどを話しませんか？
定　員　15人（先着順）
参…加費　1,500円（会員は500円）
（持ち帰り弁当代を含む）
※託児あり（先着5人、1人500円）
…ランチトーク…
とき・内容　
①�２月15日（月）…福祉制度を利
用して自立して生活している人
とその親の話

②�３月29日（月）…発達障害のお子
さん、なんでも相談
いずれも午前10時～正午
ところ　あいあい
定　員　各10人（先着順）
参…加費　800円（会員は500円）
　（持ち帰り弁当代を含む）
申…込・問合先　ぽっかぽかの会
　�（浜野　☎・Fax［共通］83－4956、
☎090－4791－3801、 y_
hamano@kpa.biglobe.ne.jp）
※�詳しくは、ホームページをご覧
ください。

URLhttp://pokkapokawebsite.
web.fc2.com/

北東地区まちづくり協議会
事務職員の募集

募集人数　１～２名
仕…事内容　北東地区まちづくり協
議会の事務、施設管理全般
応…募資格　経理ができて、パソコ
ン（ワード・エクセルなど）が使
える人
任…用期間　令和３年３月１日～令
和４年２月28日
※更新の場合あり
勤務時間　
　午前８時30分～午後５時15分
勤務日数　週１～３日
勤務場所　
　北東地区コミュニティセンター
賃　金　時間給900円
申…込・問合先　北東地区まちづく
り協議会（☎83－3118）

お香について学ぼう
と　き　２月15日（月）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　高村書店
　　　　（東町一丁目）
内…　容　皆さんが知っているよう
で知らないお香について学び、
自分だけの「匂い袋」を作りませ
んか？
定　員　15人（先着順）

参加費　500円
　　　　（材料費、会場代として）
持…ち物　マスク、裁縫道具（針、糸、
はさみ）
申…込・問合先　野草と薬草の会
（中嶋　☎090－7438－0196）

「亀山宿語り部」の楽しい話
と　き　①２月18日（木）
　　　　②３月18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　①四国遍路番外編（伊予）
　　　　（語り部　片柴康正さん）
　　　　②松浦武四郎について
　　　　（語り部　古川正子さん）
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）

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。
（完全予約制）
と　き　２月21日（日）
①�住宅借入金等特別控除を受ける人
（定員18組）
　午前９時30分～11時
②医療費控除を受ける人（定員各18組）
　（1）午前11時10分～正午
　（2）午後１時～１時50分
③事業所得を有する人（定員10組）
　午後２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）
申込開始日　２月５日（金）
※�持ち物や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）
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