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主な内容

　福祉・保育・看護の仕事をお探
しの人を対象に、福祉の就職フェ
ア（特設サイトの開設、合同説明
会、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ています。
URL https://mie-fukushijobfair.jp/
合同説明会（事前予約制）
と　き　６月27日（日）
　　　　午前10時～午後３時30分
※時間入替制（70法人）
と…ころ　メッセウイングみえ（津

市北河路町19－１）
※ 津新町駅から無料シャトルバ

ス運行あり
対…象者　福祉・保育・看護の職場

に就職希望、または関心のある
人
参加方法
　 ６月18日（金）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。
オンライン説明会（事前予約制）
　会場参加が困難な人は、事業者
とインターネット上でZoomア
プリを使用して質疑応答が行え
るオンライン説明会に参加でき
ます。
　事前予約の上、三重県福祉人材
センターから連絡するアドレス
に、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し
てください。

　鈴鹿山脈の南部に位置する四
方草山と三子山を、１日で２座踏
破する登山イベントを開催しま
す。
と　き　７月11日(日)
　　　　予備日７月18日(日)
　　　　午前８時～午後３時頃
※ 天候などにより、中止する場合

があります。
登山場所　四方草山と三子山
集合場所　関町坂下地区内

※ 都合により変更する場合があ
ります。

対…象者　市内に在住する18歳～
70歳未満の健脚で体力に自信
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　10人程度（先着順）
参加費　無料
申込期間
　６月21日(月) ～ 30日(水)
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。

持…ち物など　リュックサック、昼
食、飲み物、タオル、軽食、虫よ
けスプレーなど

服…装など　登山に適した服装、雨
具、登山靴、帽子、手袋など

その他
▷ 登山コースには、急な上りや下

りがあります。
▷ 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

第１回福祉の就職フェア
inみえ

（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）

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載した行事が中止または延期になる場合があります。
　詳しくは、各問合先にご確認ください。

もよおし

暮らしの情報

「亀山７座トレイル」
鈴鹿山脈南部を歩く
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）



暮らしの情報

各種検診・教室

　令和４年度指定予定地域密着
型サービス事業者公募説明会を
行います。
と　き　７月19日（月）午前11時～
ところ　鈴鹿市役所12階1203会議室
内…　容　定期巡回・随時対応型訪

問介護看護、看護小規模多機能
型居宅介護に関する施設整備
について
対…象者　亀山市や鈴鹿市で地域

密着型サービス事業を計画し
ている法人
申込期限　7月12日（月）
申…込方法　説明会参加申込書を

使用し、鈴鹿亀山地区広域連合
へファクスでお申し込みくだ
さい。
そ…の他　事業者募集内容や申込書

等については、鈴鹿亀山地区広域
連合ホームページ（URL https://
www.suzukakameyama-kouiki.
jp/）をご覧ください。

　取引や証明用に使用するはか
り（特定計量器）は、２年に１度、
検査を受ける必要があります。
　県計量検定所では、次のとおり
定期検査を実施しますので、忘れ
ずに受検してください。
とき・ところ
▷ ７月15日（木） 午前11時～午

後２時…亀山市職員会館地下
駐車場

▷ ７月16日（金） 午前11時～午
後１時…関文化交流センター
手数料
　 計量器の種類や能力によって

異なります。
　支払いは現金でお願いします。
対象の計量器
①商店・露店などの商品売買用
②病院・薬局などの調剤用
③ 病院・学校・福祉施設などの体

重測定用
④生産者の生産物販売・出荷用
⑤ 工場・事業所などの材料購入・

製品販売用
⑥ 農協・漁協などの物資集荷・出

荷用
⑦ 運送・宅配業などの貨物運賃算

出用

　集団検診（乳がん検診）の２次
募集を行います。
申込開始日時
　６月15日（火）午前８時30分～
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。

※定員になり次第、締め切ります。
※ すでに受付を終了した検診日

程もあります。募集日程など詳
しくは、申込開始日以降に健康
づくりグループへお問い合わ
せください。

　市では、子宮頸がん検診につい
て、集団検診・個別検診のほか、集
団的個別検診を実施しています。
予約制で検診ができますので、ぜ
ひご利用ください。なお、集団的
個別検診の日は、子宮体がん検診
は実施しません。

と　き

※ 検診日の約１週間前に、受付時
間を記載した案内文と問診票
を送付します。

ところ　宮村産婦人科
対…象者　20歳以上の女性（平成14

年４月１日以前に生まれた人）
検診内容　問診、子宮頸部の細胞診
※ 必要と認められた人には膣エ

コー（超音波）検査も行います。
自己負担金　20 ～ 69歳　800円
　　　　　　70歳以上　 300円
※ 子宮頸がん検診無料クーポン

券をお持ちの人は無料
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　令和３年度内で２回目
以降受診された場合、費用はす
べて自己負担になります。

　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　７月１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。

日　時
7 月 26 日（月）

午　後

8 月 30 日（月）
9 月 27 日（月）

10 月 25 日（月）
11 月 29 日（月）
12 月 27 日（月）

令和 4 年 1 月 31 日（月）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

集団検診（乳がん検診）
２次募集のお知らせ

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

お知らせ

令和４年度指定予定地域密着型
サービス事業者公募説明会
鈴鹿亀山地区広域連合（☎059－369
－3205、FAX059－369－3202）

はかりの定期検査
県計量検定所（☎059－223－5071）、
産業振興課商工業・地域交通グ
ループ（☎84－5049）

集団的個別子宮頸がん検診
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）
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募　集

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　７月12日（月）
　　　　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　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　６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。

と　き
　７月14日（水）、27日（火）
　午前10時～ 10時45分
※ いずれか一日のみの参加にな

ります。
ところ　あいあい１階集団指導室
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15人（先着順）
参加費　無料
持…ち物など　タオル、飲み物、動

きやすい服装
申込開始日　６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。

※ 教室開始前に簡単な問診を行
います。

　みえこどもの城・移動児童館に
よる工作教室を開催！夏の思い出
づくりに、ぜひご参加ください。
と　き　７月27日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　亀山児童センター２階
内　容　手作りステンドグラスづくり
対象者　小学生
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間
　 ７月６日（火）～ 13日（火）
　 午前10時から申し込みを受け

付けます。
申…込方法　亀山児童センター（月

曜日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

　県では、ワーク・ライフ・バラン
ス、働き方の見直し、次世代育成支
援、女性の能力活用などに積極的に
取り組む企業等を登録し、さらに当
該年度に登録された企業等の中か
ら知事表彰企業を選考します。
応…募対象　県内に本社または主

たる事務所があり、県内で事業
活動を行う常時雇用労働者を
有する法人

※国や地方公共団体を除く
※営利、非営利を問わない
応…募方法　申請書などに必要事

項を記入の上、企業（法人）から
県雇用経済部雇用対策課へ直
接持参または郵送でご応募く
ださい。

応…募期限　７月30日（金）午後５
時必着

※ 応 募 方 法 な ど 詳 し く は、県
雇用経済部雇用対策課へお
問 い 合 わ せ い た だ く か、県
ホームページ（おしごと三重
[ URL  https://www.pref.mie.
lg.jp/oshigoto/47388012926.
html]）をご覧ください。

受…験資格　次のいずれかに該当
する人

▷ 令和３年４月１日において、高
等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない人お
よび令和４年３月までに高等
学校または中等教育学校を卒
業する見込みの人

▷ 人事院が上記に掲げる人に準
ずると認める人

試験日程
▷第１次：９月５日(日)
▷第 ２次：10月13日(水) ～ 22日

(金)のうち、いずれか指定す
る日

申…込期間　６月21日(月)午前９
時～ 30日(水)（受信有効）

申…込方法　インターネットによ
りお申し込みください。

URL  http://www.jinji-shiken.
　go.jp/juken.html
※ インターネット申込ができない

場合は、名古屋国税局人事第二
課試験係へご連絡ください。

あいあい運動教室
～自宅でできるストレッチ体操～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

夏休み工作教室
亀山児童センター（☎82－9460）

みえの働き方改革推進企業の募集
県雇用経済部雇用対策課
（☎059－224－2454）

税務職員の募集(高校卒業程度)
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）

3広報かめやま　令和3年6月16日号



暮らしの情報

年金だより 任意加入制度と保険料免除・納付猶予制度のお知らせ
市民課医療年金グループ（☎84－5005）　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9112）

日本年金機構ホームページ　　URL …https://www.nenkin.go.jp/

任意加入制度
　国民年金に加入していなかった期間や、やむ
を得ない事情により保険料を納められなかった
期間があると、その期間に応じて受け取る年金
額も少なくなります。
　そのため、60歳から65歳未満の５年間、保険
料を納めることで65歳から受け取る年金額を増
やすことができる「任意加入制度」があります。

任意加入制度
保険料…16,610円/月（令和3年度）
※保険料の納付方法は、原則として口座振替です。
条　件…次のすべてを満たす人
①国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
※60歳の誕生日の前日から手続きできます。
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
③ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数

が480月（40年）未満の人

保険料免除・納付猶予制度
　国民年金保険料を納めることが経済的に困難
な場合、保険料が免除または納付が猶予される

「保険料免除・納付猶予制度」があります。
※本人や世帯主、配偶者の所得審査があります。

保険料免除・納付猶予が申請できる期間
過去期間… 保険料の納付期限から２年を経過し

ていない期間（申請時点から２年１
カ月前までの期間）

未来期間… ７月～翌年６月（承認の審査は年度
単位で行う）

※ 令和３年度分（令和３年７月分～令和４年６
月分）の申請は、７月から受付を開始します。

※ 引き続き保険料免除・納付猶予の承認を希望
する場合は、再申請が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な人へ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった人は、臨時特例の
免除申請ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

試　験
令和3年度狩猟免許試験
県四日市農林事務所森林・林業室
（☎059－352－0655）

第１回
とき　　　7月3日（土）
ところ　　県四日市庁舎
申込期限　6月23日（水）
第２回
とき　　　7月22日（祝）
ところ　　県吉田山会館
申込期限　7月12日（月）
第３回　
とき　　　8月9日（振休）
ところ　　県吉田山会館

申込期限　7月30日（金）
第４回　
とき　　　８月29日（日）
ところ　　県四日市庁舎
申込期限　8月19日（木）
※ 試験時間はいずれも午前9時

50分～午後5時。申込期限は各
期限日の午後5時。
免…許の種類　網猟免許、わな猟免

許、第1種銃猟免許、第2種銃猟
免許
受験料　初心者･･･5,200円
　　　　一部免除者･･･3,900円
※ 提出書類や手数料など詳しく

は、県四日市農林事務所森林・林
業室へお問い合わせください。

※ 申請書は、産業振興課森林林業
グループ（本庁2階）にも備えて
います。
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～道路を利用される皆さんへ～
　　国土交通省　三重河川国道事務所からのお知らせ

　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
山中までの全長4.6km）では、大雨による土
砂崩れや落石のおそれがある場合、通行者
を危険から守るため、降り始めからの降雨
量（連続雨量）が180mmに達した時点で事
前通行規制（通行止め）を実施します。
　事前通行規制になった場合は、長時間に
渡り規制対象区間の通行ができなくなるこ
とがあります。（平成29年台風5号時には、
11時間50分にわたり通行止め）
　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。

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）

大雨の時には国道１号鈴鹿峠で
　事前通行規制（通行止め）を実施します

大雨の時は最新情報の確認を！
・ お出掛け前に、ラジオやテレビ、Web

サイトで道路情報や気象予測を確認し
てください。

・ 三重河川国道事務所ホームページから
も、最新の道路情報や降雨量、カメラで
の現地映像などを確認することができ
ます。

ｱｶｳﾝﾄ：@mlit_mie
https://twitter.com/mlit_mie

Twitterでも防災情報等を配信中

三重河川国道事務所ホームページ
URL…https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/

モバイルサイト
QRコード

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

第28回憲法カフェ
「軍事より地球環境でしょ！」
～プラスチックごみを考える～
　近年、気候危機と同じように
深刻なのが使用済みプラスチッ

クの大量廃棄。処理されず陸、
川、海にたまり、紫外線で細かく
されたマイクロプラスチック
は、食物連鎖により人間の体に
も取り込まれる可能性があると
言われています。
　脱プラスチックも、温暖化と
同じように、今、取り組まなけ
ればいけない緊急の課題です。
プラスチックごみについて、一

緒に考えてみませんか？
と　き　７月３日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
と…ころ　市民協働センター「みらい」

多目的ホール
参加費　100円（資料代として）
※事前の申し込みは不要
問合先　亀山九条の会
　（川辺　☎090－8954－1526）
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令和３年 犯罪発生状況

４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

86件（＋18件）
江ヶ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
60件（＋26件）12件（－7件）2件（－1件） 7件（－2件） 5件（＋2件）

 気をつけて！ネットトラブル 
　新型コロナウイルス感染症の影響で外出を控え、ネットでの通販や
オークション、フリーマーケット等を利用する機会が増えていますが、
それに伴うトラブルも急増しています。

　利用者が閲覧したサイトや検索履歴から利用者の興味や関心に絞っ
た内容を表示する広告などの中には、意図しない購入や契約に誘導する
広告が紛れていることもあります。安易にクリックしないようにしま
しょう。
　不安を感じたり、「詐欺かも？」と思ったら、迷わず警察や家族に相談
してください。

※（　）内は前年同期比の増減数

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

6月18日（金）～24日（木）
●ウイークリーかめやま
●お知らせ
　「 新しい生活様式における
　 熱中症予防行動のポイント」

（番組枠を60分に拡大して放送）
●ウイークリーかめやま
　ダイジェスト（4月～ 6月分）

※ 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。

6月25日（金）～7月1日（木）

CATVCATV

警　戒
・架空請求メール
　 　慌てて連絡すると相手の思うツボです。身に覚えのない請求
は無視しましょう。
・迷惑メール
　 　「知り合いかもしれない」と思わせて近づくメールに注意しま

しょう。
　 　宛先の間違いを装うものや、「芸能人に会える」、「小遣い稼ぎが

できる」など、興味を抱かせる表現で近づく手口もあります。

月月77

●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　７月５日（月）～９日（金） 個人使用デー　７月12日（月）～ 16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。
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亀山子育て支援センター ☎84－3314
7月の催しはありません
※亀山子育て支援センターは開館しています。

関子育て支援センター ☎96－0203
7月の催しはありません
※関子育て支援センターは開館しています。

野登ルンビニ園支援センター「のんの」 ☎85－8030
リトミック(先着7組)
8日(木)	 10:30～11:00
※電話または来館しての申し込みが必要
茶道講座(先着5組)
13日（火）	 10:00～11:30
※来館しての申し込みが必要。託児あり。
遊ぼうデー「からだあそび」(先着7組)
21日(水)	 10:00～11:00
※電話または来館しての申し込みが必要
親子フラワーアレンジメント講座(先着7組)
28日（水）	 10:00～10:30
※電話または来館しての申し込みが必要

亀山愛児園「コスモス倶楽部」 ☎090－1566－1523
水遊びのおもちゃを作ろう
5日(月)	 10:30～11:30
※申込締切２日(金)
７月生まれのお誕生会・身体測定
9日(金)	 10:30～
※どなたでも参加できます。
※７月生まれのお子さんは、事前にご連絡ください。
絵本を読もう
12日(月）	 11:30～11:45
水遊びをしよう
13日(火)、20日(火)、
27日(火)、29日(木)	 10:30～11:30
※持ち物などは、電話でお問い合わせください。

川崎愛児園「なぎの木」 ☎85－8018
どれだけ大きくなったかな（身体測定）
6日(火)	 10:00～11:00
水あそびを楽しもう
13日(火)、20日(火)	 10:00～11:00
楽しい親子運動あそび
27日(火)	 10:00～11:00

長寿健康課健康づくりグループ　☎84－3316
育児相談
　７日(水)　9:30～10:30　あいあい
※母子健康手帳・バスタオルを持参、
　保護者はマスク着用

1歳６カ月児健診
29日(木)　あいあい　
※令和元年12月の出生児対象。
　受付時間は個人通知します。

３歳児健診
　８日(木)　あいあい
※平成30年1月の出生児対象。
　受付時間は個人通知します。

子育て支援センターの催し

保健だより

各種相談

広報ガイド 7月

人権相談
人権擁護委員による相談

7日（水） 13:00～15:00
本庁1階市民対話室

☎96－1223
20日（火） 13:00～15:00

27日（火） 13:00～15:00
関支所1階応接室1

☎96－1223

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

9日（金） 13:00～15:00
西庁舎1階南小会議室

☎84－5008

21日（水） 13:00～15:00
関支所1階応接室1

☎84－5008

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

19日（月） 13:30～15:50
本庁1階市民対話室

☎84－5008

30日（金） 13:00～16:30
本庁1階市民対話室

☎84－5008

市民活動なんでも相談
相談員による相談。予約制

（7/16まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

20日（火） 13:00～17:00
市民協働センター「みらい」

☎84－5008

交通事故相談
専門相談員による相談。予約制

（1カ月前から7/20正午まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

21日（水） 13:30～15:30
本庁1階市民対話室

☎84－5035

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困り
ごと相談。予約制（当日申込可） 

9日（金）	 13:00～15:00
あいあい1階相談室1

☎82－7985

心配ごと相談
（公証人等による相談）

相続、遺言、離婚、賃貸借等の相談。
予約制（当日申込可）

9日（金）	 13:00～15:00
あいあい1階相談室2

☎82－7985	

社協による法律相談
成年後見、権利擁護に関する弁護
士による相談。予約制(7/29正午
まで受付)
※申込者がいない場合は開設しません。

30日（金） 10:00～12:00
あいあい1階相談室2

☎82－7985	

子ども医療相談
児童精神科医による相談

29日（木） 13:50～17:00
あいあい2階
☎83－2425

療育手帳の相談・判定
児童相談所職員による相談・判定

5日（月） 9:10～15:50
あいあい2階
☎83－2425

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

月～金曜日
※祝日を除く

9:00～17:00
あいあい2階
☎83－2425

青少年相談
※ ニートやひきこもりなど青少年

の自立支援

月～金曜日
※祝日を除く

9:00～17:00
青少年総合支援センター

☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日
※祝日を除く

9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター

☎059－375－7611
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一次救急
当番医 7月

問合先  ☎82－1111（市役所代表）
※ 夜間時間外応急診療や休日の当番医は、

市ホームページでも案内しています。

日 医療機関名・所在地 電話番号 担当医師
１ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
２ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
３ 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
５ 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

６ 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

７ 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
８ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
９ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
10 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
12 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

13 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

14 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
15 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
16 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
17 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
19 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

20 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

21 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
24 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
26 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

27 火 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上医師

28 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
29 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
31 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

日 医療機関名・所在地 電話番号
4 日 亀山医院 本町三丁目 82－0015
11 日 亀山皮フ科 渋倉町 83－3666
18 日 天神眼科医院 天神二丁目 83－1195
22 祝 後藤眼科クリニック 北町 84－1800
23 祝 みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 84－3536
25 日 さかえ整形外科 栄町 97－3335

お願い
○ 夜間・休日などの当番医療機関は、

急病に対するもので、担当医師の
専門分野以外の症状には、対応で
きない場合があります。

○ 担当医師や診療場所が変更となる
場合がありますので、事前に電話
で確認してから受診してください。

○ 健康保険証、医療費受給資格証（子
ども医療費など）、診療費、お薬手
帳（または服用している薬）を必ず
お持ちください。

急な子どもの病気の
電話相談
〈みえ子ども医療ダイヤル〉

☎♯8000
または ☎059－232－9955
（午後７時30分～翌朝８時）

※ 子どもの病気・薬・事故に関すること
について、医療関係の専門相談員が
電話による相談を実施しています。

医療機関の照会

〈三重県救急医療情報センター〉
☎059－229－1199 （終日）

※ 「今、診てもらえる医療機関」を24
時間365日案内しています。

※ 深夜などは、お問い合わせに対して
最寄りの医療機関を紹介できない
場合があります。

※ 県ホームページからも、受診可能な
医療機関や、県内医療機関の詳しい
情報などを検索できます。

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の一次
応急診療を実施しています。
  【診療時間】　午後７時 30 分～ 10 時（受付：午後７時～９時 30 分）

●日曜日・祝日の当番医
 【診療時間】　午後１時～７時 30 分（受付：午後７時まで）
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