
募　集
ヒューマンフェスタ in 亀山

実行委員の募集
文化スポーツ課文化共生グループ

（☎96－1223）
　人権関連の活動を行っている市
民や団体、市などで構成する実行委
員会では、広く人権について啓発す
ることを目的に、「ヒューマンフェ
スタ in 亀山」を毎年開催しています。
　誰もが自分らしく、自由に、自信
を持って、安心して暮らせる社会の
構築に向け、一人ひとりの人権が尊
重される亀山市をつくるために、こ
のイベントに参画していただける
市民・団体の皆さんは、ぜひご応募
ください。
活…動期間　令和３年５月上旬～令
和４年３月31日
内…　容　「ヒューマンフェスタ in
亀山」への参画、運営補助など
応募期限　４月16日（金）
応…募方法　文化スポーツ課文化
共生グループへ電話、Ｅメー
ル（ bunkakyosei@city.
kameyama.mie.jp）または直
接お問い合わせください（応募
用紙を送付またはお渡ししま
す）。

暮らしの情報

申…込期間　３月19日（金）～４月
９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。

パーソナルストレッチ
関B＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
　マッサージでは改善しにくい体
のコアの部分へアプローチをか
け筋肉を伸ばします。肩こり、腰痛、
むくみが気になる人や疲れがた
まっている人は体験してください。
と…　き　４月２日～５月28日の
毎週金曜日

①午前10時～11時
②午前11時～正午
③正午～午後１時
④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１人（先着順）
参加費　１回3,500円
持…ち物など　飲み物、タオル３枚、
動きやすい服装
申込開始日　３月19日（金）
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。

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　
▷４月７日（水） 午後２時～３時
▷４月14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　３月19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。

離乳食教室
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
と　き　４月21日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内…　容　主に生後５カ月～８カ月
ごろの乳児を対象とした離乳
食の作り方の説明とデモンス
トレーション
対…象者　市内に住所を有する乳児
の保護者、妊婦
定　員　７人（先着順）
参加費　無料
持…ち物　母子健康手帳、エプロン、

手ふき用タオル、ふきん、筆記用具

広…告の位置　市ホームぺージ
トップページの下部
広告枠の数　14枠（２行７列）
掲…載期間　1件につき1カ月単
位で、複数月の掲載可能

広告の申込・問合先
　㈱ホープ
　（☎092－716－1401）

ホームページバナー広告
募集中！

政策課広報秘書グループ
（☎84－5021）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

国税専門官の募集
（大学卒業程度）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）

受験資格　次のいずれかに該当する人
▷ 平成３年４月２日～平成12年
４月１日生まれの人

▷ 平成12年４月２日以降生まれ
で、次に掲げる人

① 大学を卒業した人および令和４
年３月までに卒業見込みの人

② 人事院が上記①に掲げる人と同
等の資格があると認める人
試験日程
▷第１次…６月６日（日）
▷ 第２次…７月５日（月） ～16日
（金）のうち、いずれか指定する日
申…込期間　３月26日（金） 午前９
時～４月７日（水）（受信有効）
申…込方法　インターネットでお申

し込みください（URLhttp://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）。

※ インターネットで申し込みがで
きない環境にある場合は、名古
屋国税局人事第二課試験係へ電
話でお問い合わせください。

労働基準監督官の募集
（大学卒業程度）

三重労働局総務課
（☎059－226－2105）

受験資格　次のいずれかに該当する人
▷ 平成３年４月２日～平成12年
４月１日生まれの人

▷ 平成12年４月２日以降生まれ
で、次に掲げる人

① 大学を卒業した人および令和４
年３月までに卒業見込みの人

② 人事院が上記①に掲げる人と同
等の資格があると認める人
試験日程
▷第１次…６月６日（日）
▷ 第２次…７月13日（火） ～15日

（木）のうち、いずれか指定する日
申…込期間　３月26日（金） 午前９
時～４月７日（水）（受信有効）
申…込方法　インターネットでお申

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　1人程度
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５月20日～
令和４年３月31日

※ 産休・育休代替職員として任用
するため、職員の休業期間によ
り短縮または更新する場合があ
ります。
給与等　月額193,900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　３月23日（火）～４月
６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　４月15日（木）
※ 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

し込みください（URLhttp://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）。

※ 詳しくは、三重労働局ホーム
ページ（URLhttps://jsite.mhlw.
go.jp/mie-roudoukyoku/）を
ご覧ください

第29回合同写真展
にぎりめし・どんぐり・写奴
　市内のアマチュア写真サークル
３団体（にぎりめし、どんぐり、写
奴）で、合同写真展を開催します。
ぜひ、ご覧ください。
と　き　３月18日（木）～21日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※21日（日）は午後４時30分まで
ところ　歴史博物館企画展示室
入場料　無料
問合先　合同写真展実行委員会
　（平野　☎82－7888）

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　
▷３月28日（日）
①午前９時～９時50分
②午前10時～10時50分
③午前11時～11時50分
▷３月29日（月）
④午後３時～３時50分
⑤午後４時～４時50分
⑥午後５時～５時50分
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）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

3広報かめやま　令和３年３月16日号



暮らしの情報

令和3年 犯罪発生状況令和3年 犯罪発生状況

※（　）内は前年同期比の増減数

総　数
11件（+2）

江ケ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
7件（+2） 3件（±0） 1件（+1） 0件（－1） 0件（±0）

●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　４月12日（月）～16日（金）個人使用デー　４月５日（月）～９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。

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44月月

※ 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。

3月19日（金）～25日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　 「令和３年度中央公民館講
座の受講者募集」

●エンドコーナー
　「市内の風景」
3月26日（金）～4月1日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　 「食品廃棄物の分析調査と
食品ロス削減のポイント」

●エンドコーナー
　「市内の風景」

　 亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

特殊詐欺にご用心

１月末現在・亀山署管内 刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況

令和２年中特殊詐欺発生状況

こんな電話に注意！
・家族を名乗る人から「携帯電話の番号が変わった。」
　⇒ 今登録している電話番号へ連絡し、事実確認をしましょう。また、

家族での合言葉を決めましょう。
・ 警察や公的機関を名乗る人から「銀行口座が悪用されているので

キャッシュカードを確認したい」
　⇒ 警察や公的機関がお金やカードを預かったり、暗証番号を聞くこ

とはありません。
・ 県や市町村などの自治体や公的機関を名乗る人から「還付金がある

のでＡＴＭで受け取りの手続きをしてください」
　⇒ＡＴＭで還付金を受け取ることは絶対にできません。　

三重県内 発生　122件 被害額　約４億2，820万円
亀山署管内 発生　　６件 被害額　約　　8，075万円
亀山署管内の内訳　架空料金請求詐欺４件　融資保証金請求詐欺１件　還付金詐欺１件

4 広報かめやま　令和３年３月16日号


