
暮らしの情報

各種検診・教室

　スポーツ安全保険は、スポーツ
や趣味、ボランティアなどを行う
グループの人たちに安心して活
動いただくための補償制度です。
４人以上の団体であれば加入で
きます。
補…償内容　傷害事故（死亡・後遺
障害・入院・通院）、第三者に与
えた損害の補償、突然死（急性
心不全、脳内出血など）の葬祭
費用など

保険期間　令和４年３月31日まで
申…込方法　文化スポーツ課スポー
ツ推進グループ（関支所）、西野
公園体育館、東野公園体育館、
関B＆G海洋センターなどにあ
る申込書に必要事項を記入の
上、お申し込みください。
※年度途中でも加入できます。

と　き　５月10日（月）
　　　　午前9時30分～ 11時
ところ　あいあい１階集団指導室
内…　容　沐

もくよく

浴実習、妊婦体験（妊
婦シミュレーターの着用など）
対…象者　市内に住所を有する妊
婦とその夫
定　員　６組12人(先着順)
参加費　無料
持…ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル２枚、フェイスタオル１枚、
ビニール袋（ぬれたタオルを入
れるため）、筆記用具
受付開始日　４月19日（月）
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。
※�申込時の簡単な質問にご協力
ください。

　人気のチアダンス教室です。国
体のとこわかダンスも覚えて踊
ります。かわいく踊ってみません
か？
と…　き　５月11日～ 10月19日
の火曜日　午後５時～５時50
分�( ６月29日、７月６日、８月
10日・31日を除く全20回)
ところ　東野公園体育館
対象者　年長～小学２年生の女子
定　員　５人（先着順）
参加費　10,000円
※�スポーツ保険料800円が別途
必要
持…ち物など　飲み物、タオル、体
育館シューズ、動きやすい服装
申込開始日時
　４月25日(日)　午前８時30分
申…込方法　参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込
みください。

コース・とき

と…ころ　三重県母子・父子福祉セ
ンター（津市桜橋二丁目131）
内…　容　基礎から表の活用、グラ
フ作成、関数、日商ＰＣ（データ
活用）検定（任意）

対…象者　県内に居住するひとり
親家庭の親またはその子ども
（独身30歳まで）
定　員　各コース10人
※初めて参加する人を優先します。
参…加費　無料（検定料・テキスト
代は自己負担）

申…込期間　４月26日（月）～５
月21日（金）

申…込方法　申込書に必要事項を
記入の上、三重県母子・父子福
祉センター（〒514－0003　
津市桜橋二丁目131三重県社
会福祉会館４階　FAX059－
228－6301）へ郵送、ファクス
または直接お申し込みくださ
い。

※�申込書は三重県母子・父子福
祉センターホームページ（URL
https://sanboren.wixsite.
com/3bosicenter/training）
からダウンロードしていただ
くか、電話でお問い合わせくだ
さい。

　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　５月６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。

スポーツ安全保険に
ご加入ください

スポーツ安全協会三重県支部（☎059
－372－8100）、文化スポーツ課ス
ポーツ推進グループ（☎96－1224）

パパ･ママ教室
パパになる準備できていますか？
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

キッズチアダンス教室
東野公園体育館（☎83－1888）

スキルアップ！ひとり親家庭等
パソコン講習（Excel）

三重県母子・父子福祉センター
（☎059－228－6298）

コース と　き

平日昼
（全８回）

６月１日～７月20日
の火曜日
午前10時～午後３時
※１時間の昼休憩あり

平日夜
（全16回）

６月１日～７月23日
の火・金曜日
午後６時30分～８時30分

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）
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募　集

①心理相談員
募集人数　１人
業…務内容　子ども（０歳～ 18歳）
の発達心理相談や発達検査など

応…募資格　大学院または大学で心
理学を専修する学科またはこれに
相当する課程を修めて卒業した人�
勤…務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分（７時間45分）
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1,100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
②保育士
募集人数　1人
業…務内容　療育相談保育補助（発
達に支援が望まれる子どもと
その保護者への支援）

応募資格　保育士の資格を有する人
勤務時間　午前８時30分～正午
勤務日数　週２日程度
勤務場所　待機児童館ばんび２階
報　酬　時間給1,000円
社会保険など　労災保険
共通事項
任…用期間　任用開始日～令和４
年３月31日

通勤手当　通勤距離区分に応じて支給
応募期限　５月７日（金）必着
応…募方法　子ども未来課子ども
支援グループ（〒519-0164�
羽若町545）へ履歴書、卒業・資
格を証明できるものの写しを
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）

会計年度任用職員の募集
子ども未来課子ども支援グループ

（☎83－2425）

新型コロナウイルスワクチンの
医療従事者向け接種が始まりました
　県からのファイザー社製ワ
クチンの供給を受け、市民の
皆さんへ安定した医療体制を
提供するため、３月 30日か
ら市立医療センターを会場
に、市内の医療機関の従事者
等に対して新型コロナウイルスワクチンの接種を行っ
ています。
　今後は、ワクチンの供給に応じて高齢者施設等の入
所・居住者や従事者、65 歳以上の高齢者、基礎疾患
がある人などの順に接種を進めます。

亀山市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター（相談窓口）を開設しました
　4 月 12日から総合保健福祉センター「あいあい」内に、新型コロナウイルスワクチン接種に
関する相談窓口（コールセンター）を開設しました。

 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター　☎ 0595－ 98－ 5566
開設時間：(月曜日～金曜日 )午前９時～午後 7時、(土・日曜日、祝日 )午前 9時～午後 5時
※年末年始 (令和３年 12月 29日～令和４年１月３日 )を除く
※�現在、新型コロナウイルスワクチン接種の予約は受け付けていません。ワクチンが供給され次第、
予約専用ダイヤルで予約を受け付ける予定です。予約開始日は、準備が整い次第お知らせします。

新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせ

総合保健福祉センター「あいあい」の
トレーニングルームを閉鎖します
　新型コロナウイルスワクチン接種コー
ルセンターの開設に伴い、あいあいのト
レーニングルームを当面の間閉鎖しま
す。利用者の皆さんにはご迷惑をお掛け
しますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。

問合先
長寿健康課新型コロナウイルスワクチン接種室
ワクチン接種グループ　（☎98－5565）
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月月55

●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　５月17日（月）～21日（金） 個人使用デー　５月10日（月）～14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

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

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。

令和３年 犯罪発生状況
2月末現在・亀山署管内　刑法犯（窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
総数

32件（＋4）
江ヶ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
16件（＋3） 7件（－2） 2件（±0） 4件（＋1） 3件（＋2）

通学路の不審者対策
　新学期を迎え、不慣れな通学路を通い始めたお子さんも多いので
はないでしょうか。通学路にある危険箇所や「子どもSOSの家」を親
子で確認するとともに、不審者への対策をしっかりと身に付けさせ
ましょう。
安全を守る合言葉「いかのおすし」
いか・・・知らない人にはついていかない
の・・・・知らない人の車にはのらない
お・・・・おおごえをだす
す・・・・怪しい人がいたらすぐ逃げる
し・・・・どんな人か何をしたかしらせる
　また、防犯ブザーを持たせておくことも大切です。すぐに鳴らすこと
ができ、周囲から見える位置に付けましょう。実際に鳴らす練習をさせ
たり、故障や電池切れ等がないよう定期的な点検も行いましょう。

※（　）内は昨年同期比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

4月16日（金）～4月22日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「空き店舗等への出店を支援します」
●エンドコーナー　「市内の風景」

●ウイークリーかめやま
●特集番組
　「令和３年度予算のポイント」
●かめやま情報BOX
　「亀山ブランド始動！」
●エンドコーナー「市内の風景」
※�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。

4月23日（金）～4月29日（祝）

CATVCATV

4 広報かめやま　令和3年4月16日号


