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暮らしの情報
もよおし

ただきます。

森の３つの楽しみ方at東海
自然歩道～ツリークライミ
ング、木工工作、森歩き～
も

り

鈴鹿川等源流の森 林 づくり協議
会事務局（産業振興課森林林業グ
ループ内 ☎84－5068）

坂下地区の東海自然歩道およ
びその周辺で、森や木と触れ合
い、親しんでいただくイベントを
行います。
地域が育む資源に触れ合える
機会に、皆さんも参加してみませ
んか？
と き 11月３日
（祝）
午前９時30分～正午
ところ 鈴鹿峠自然の家
ブレンディの森
対象者 市内に在住する人
定 員 ５組（１組５人以内）
※申込者多数の場合は抽選
参加費 無料
※木工工作は各組で１個
持ち物など 動きやすい服装
申込期限 10月25日
（月）
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。
その他 ツリークライミングは、
時間の都合上、小学３年生以上
で各組１人の体験とさせてい

介護者のつどい
～栄養を考えた介護予防～
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい ☎84－3312）

介護者自身の健康づくりのた
めの講座と交流会を開催します。
と き 11月16日
（火）
午後１時30分～３時
ところ 亀山市社会福祉センター３階
※当日は元気丸カフェと同時開催
講 師 管理栄養士・健康運動指
導士 靏田七彩さん
対象者 高齢者を介護している
人、
介護に関心のある人
定 員 10人程度
（先着順）
参加費 無料
申込期限 11月12日
（金）
申込方法 長寿健康課高齢者支
援グループへ電話または直接
お申し込みください。

カナリア
（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）
カナリアカフェは、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 11月16日
（火）
午後１時30分～３時30分
ところ 亀山市社会福祉センター３階
※介護者のつどいと同時開催のた
め、
会場を変更して実施します。
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 11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）

※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。

暮らしの情報
「亀山7座トレイル」
登山と星空をたのしむ！

地域観光課観光交流グループ
（☎96－1215）
日常を忘れ、心と体をリフレッ
シ ュ す る た め、登 山 を 楽 し み、
キャンプと星空観賞を行うイベ
ントを開催します。
と き 11月27日（土）午前8時
30分～ 28日(日)正午
※天候などにより、中止する場合
があります。
登山場所 三子山
※都 合により変更する場合があ
ります。
宿泊場所
鈴鹿峠自然の家グラウンド
星空観賞場所
鈴鹿峠自然の家天文台
「童夢」
集合場所
鈴鹿峠自然の家駐車場
対象者 18歳 ～ 70歳 未 満 の 登
山経験者で健脚な人、体力に自
信がある人
※両日とも参加できる人に限る。
※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
（申込者多数の場
合は抽選）
参加費 無料
※キ ャンプ道具レンタル料や食
費は自己負担となります。
申込期限 10月28日(木)
申込 方法 地域観光課観光交流
グループへ電話またはEメール
kanko@city.kameyama.
(
mie.jp)でお申し込みください。
※住所、氏名、生年月日、電話番号
が必要
※申 し込みは、本人に限ります。
家族分を同時に申し込む場合
は２名まで可。
持ち物など リュックサック、飲
み物、タオル、軽食、キャンプ道
具など
服装など 登山に適した服装、雨
具、登山靴、帽子、手袋、着替え
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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。
▷鈴鹿峠自然の家の施設案内は、市
ホームページからご覧ください。
主 催 「亀山７座トレイル」登
山道活用ネットワーク

お知らせ

11月１日に鈴鹿亀山消費
生活センターが移転し、
相談時間が変更されます

鈴鹿亀山地区広域連合
（☎059－369－3200）
移転場所 鈴鹿ハンターショッ
ピングセンター２階
相談時間 午前10時～午後５時
※電話相談は午前９時～午後５時
※正午～午後１時、土・日曜日、祝
日を除く

生理用品を無償で配布します

献血にご協力ください

地域福祉課福祉総務グループ
（あいあい ☎84－3311）

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい ☎84－3316）

新型コロナウイルス感染症の
影響等により、経済的な理由で生
理用品の購入が難しい人を支援
するため、生理用品を無償でお渡
しします。
対象者 経済的な理由等で生理
用品の購入が困難な人
配布開始日 10月18日
（月）
配布場所 あいあい１階
（地域福
祉課、長寿健康課、子ども未来
課）
、本庁１階
（案内窓口）
、関支
所１階
（地域観光課）
配布内容 生理用ナプキン1セッ
ト（昼用・夜用各1袋）を紙袋に
入れてお渡しします。
配布方法 「引き換えカード」ま
た は「 引 き 換 え カ ー ド 」を ス
マートフォンなどで撮影した
ものを、配布場所で職員に提示
してください。
※
「引き換えカード」はあいあい、
本庁、関支所の１階女子トイレ
と各配布場所に設置
※名 前や連絡先等をお聞きする
ことはありません。

街頭献血では、血液の安全性
や医療機関のニーズに応じた
400ml献血をお願いしています。
と き 11月４日
（木）
午前９時～ 11時30分
ところ 本庁
献 血できる人 18歳
（ 男 性 は17
歳）～ 69歳の健康で、体重が
50kg以上の人
※65歳以上の人や海外に渡航歴
のある人、服薬中の人は献血で
きない場合があります。

救急医療情報キットの配布
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい ☎84－3316）

救急医療情報キットとは、緊急
連絡先や医療情報
（持病）などを
記入した用紙を入れたペットボ
トルで、普段から冷蔵庫に入れて
おくものです。
急な体調不良等で救急車を呼
んだときに救急隊員が取り出し
て、その情報を把握し、迅速な救
命活動が行われるように搬送先
の医療機関などへ伝えます。
申込方法 配布を希望する人は、
長寿健康課健康づくりグルー
プにある申請書に必要事項を
記入の上、直接お申し込みくだ
さい。

本 庁
関支所

麻しん・風しん（MR）の
予防接種を受けましょう

長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい ☎84－3316）
麻しん・風しんは感染力が強く、
人から人へ感染する病気です。
予防接種対象の人は、忘れずに
受けてください。
令和３年度の対象者
第１期
１歳～２歳未満
（１回目）
平成 27 年４月２日～
第２期
平成 28 年４月１日生ま
（２回目）
れの人

接種期限 令和４年３月31日（木）
接種方法 県内の各医療機関へ
予約してください。
※県外で接種する場合は、長寿健
康課健康づくりグループへご
連絡ください。
接種料金 無料
持ち 物 母子健康手帳、予診票、
健康保険証、外国人は在留カー
ド（または特別永住者証明書）
※予診票をお持ちでない場合は、母
子健康手帳を持参の上、健康づく
りグループへお越しください。
※詳しくは、個人通知や出生届時
にお渡しした「赤ちゃんすくす
く」の予防接種の案内をご覧く
ださい。

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、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。
助成回数 １年度につき１回
対象者 次のすべてに該当する人
▷法 律上婚姻している夫婦また
は事実上婚姻関係にある者
▷治 療期間の初日における妻の
年齢が43歳未満であること
▷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）
※所得制限なし
申請期限 令和４年３月31日（木）
特定不妊治療費助成金上乗せ助成金
助成限度額 ７万５千円
助成回数
▷妻 の年齢が40歳未満…１子ご
とに６回まで
▷妻の年齢が40歳以上43歳未満
…１子ごとに３回まで
対象者 次のすべてに該当する人
▷法 律上婚姻している夫婦また
は事実上婚姻関係にある者
▷治 療期間の初日における妻の
年齢が43歳未満であること
▷治療内容C（以前に凍結した胚
による胚移植を実施）またはF
（採卵したが卵が得られないた
め治療を中止）で三重県特定不
妊治療費助成金を受ける夫婦
※所得制限なし
申請 期限 治療が終了した日か
ら60日
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
助成回数 １年度につき１回
対象者
▷法 律上婚姻している夫婦また
は事実上婚姻関係にある者

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

※所得制限なし
申請 期限 治療が終了した日か
ら60日
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。
専用電話
059 － 211 － 0041
番号
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８時
相談員

助産師・看護師・不妊
カウンセラー（女性）

ごみ集積所用看板「家庭ごみの分
け方・出し方」を配布しています
環境課廃棄物対策グループ
（☎82－8081）

雑がみ・その他色びんの分別収
集の本格実施に伴い、ごみ集積所
でご利用いただける看板を新た
に作成しました。
ご希望の自治会等は、必要枚数
を確認の上、総合環境センターへ
お越しください。
配布場所 総合環境センター
（計量棟横事務所）
配布 日時 午前８時30分～午後
５時15分
（土・日曜日、祝日、年
末年始を除く）
40cm

60
cm
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暮らしの情報
高齢者実態調査

長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい ☎84－3312）
市では、10月中旬から11月末
にかけて、高齢者の世帯状況を確
認する高齢者実態調査を、各地区
の民生委員・児童委員の訪問など
により行います。
調査で得られた情報は、高齢者
福祉事業の資料や福祉サービス
の提供に活用します
（目的以外に
は使用しません）。
調査にご協力をお願いします。

甘い誘惑にだまされないで！
危険ドラッグ・大麻に
注意しましょう
～ 10・11月は麻薬・覚せい
剤乱用防止運動月間です～
長寿健康課健康づくりグル－プ
（あいあい ☎84－3316）
国内製品より効き目が強い、安
く購入できるなどの理由から、イ
ンターネットを通じて海外製医
薬品やサプリメントの個人輸入
が増えています。
しかし、日本では危険ドラッグ
に指定されているものが名前や
形状を変えて販売されているこ
とがあり、知らないうちに危険ド
ラッグを購入してしまっている
かもしれません。
医薬品は、医師や薬剤師などと
相談して、本来の目的で正しく使
用しましょう。
薬の海外通販・危険ドラッグに関
する情報提供
（一社）偽造医薬品等情報センター
あやしいヤクブツ連絡ネット
（☎03－5542－1865、
URL https://www.yakubutsu.
mhlw.go.jp/）
薬物乱用防止相談窓口
▷鈴鹿保健所
（☎059－382－8674）
▷三重県こころの健康センター
（☎059－223－5241）
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相談 時間 午前8時30分～午後
５ 時15分
（ 土・日 曜 日、祝 日 を
除く）

各種検診・教室
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）
と

き

11月８日
（月）
午前９時30分～ 11時
ところ あいあい１階集団指導室
もく よく
内 容 沐 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 10月27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。
※申 込時の簡単な質問にご協力
ください。

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）

と

き

11月16日（火）、24日（水）
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 10月22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。

募

集

亀山市民ネット登録団体の募集
まちづくり協働課市民協働グループ
（☎84－5008）
「 亀 山 市 民 ネ ッ ト 」は、市 民 協
働センター「みらい」ホームペー
ジ ( URL http://www.shiminkyodo.sakura.ne.jp/shiminet/)
に市民活動団体の紹介ページを掲
載することで、広く市民の皆さん
に活動内容を知ってもらい、その
活動の幅を広げるために登録して
いただくものです。
保健医療、福祉、社会教育など
14のカテゴリーに分類され、子
育て支援団体や陶芸団体など各
団体の詳細や写真を掲載してい
ます。
登録できるのは、市内で活動し
ている団体です。
説明会を開催します
登録は随時受け付けています
が、次の日程で説明会を開催しま
す。
この機会に、まだ登録していな
い団体や登録していても利用方
法を再確認したい団体など、ぜひ
ご参加ください。
と き
▽11月９日
（火）
午前10時～
▽11月12日
（金）
午後６時～
※いずれも1時間程度
とこ ろ 市民協働センター「み
らい」
１階多目的ホール
定 員 各回10人(先着順)
参加費 無料
申込 方法 まちづくり協働課市
民協働グループへ電話でお申
し込みください。

本 庁
関支所

「亀山市環境未来創造会議」 内 容
第 ２次亀山市環境基本計画の
市民公募部員の募集

環境課環境創造グループ
（☎96－8095）
第２次亀山市環境基本計画の推
進にあたり、市民、事業者および関
係団体からの幅広い意見を反映す
るため、本年度から亀山市環境未
来創造会議を設置し、計画の具現
化に向け分野別に検討を行う部員
（共生部会、快適部会、循環部会お
よび低炭素部会）を募集します。
応募 資格 次に掲げるすべての
要件を満たす人
①市 内に在住・在勤をし、または
市内で環境に関する活動を
行っている、満18歳以上(令和
３年９月16日現在)の人
②環境保全活動などに関心のある人
③応募時において、本市の他の審
議会等の公募委員を２以上兼
ねていない人
④平 日
（昼夜問わず）に開催する
会議に出席できる人
募集人数 若干名
（各部会）
※複数部会には所属できません。

推進にあたり、各部会
（共生、快
適、循 環、低 炭 素 ）で の 協 議 を
行っていただきます。
※１回あたり２時間程度、年２回
開催予定
任 期 委嘱の日から２年
選考 方法 書類審査と面接によ
る選考の上決定し、選考結果は
応募者全員に通知します。
募集 期間 10月16日(土) ～ 11
月12日(金)必着
応募 方法 所定の応募用紙に必
要 事 項 を 記 入 の 上、環 境 課 環
境 創 造 グ ル ー プ へ 持 参、郵 送
（〒519-0166 亀山市布気町
442番 地 ）ま た はEメ ー ル
（
kankyo@city.kameyama.
mie.jp）
でご応募ください。
※応 募 用 紙 は、本 庁 １ 階 窓 口 案
内、関支所地域サービスグルー
プ、総合環境センターにありま
す。また、市ホームページから
もダウンロードできます。
※提 出された応募用紙は返却し

年金だより

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

ません。
※詳しくは、市ホームページの募
集要領をご覧ください。

試

験

三重中央看護学校
令和４年度一般入試受験生の募集
三重中央医療センター附属三重中
央看護学校（☎059－259－1177、
FAX059－259－1170）
出願期間
①11月１日
（月）～ 26日（金）
②12月３日
（金）～ 28日（火）
※いずれも午後５時必着
試験日
①令和3年12月２日
（木）
②令和４年１月６日
（木）
その 他 募 集 要 項 と 願 書 の 請
求 は、三 重 中 央 医 療 セ ン タ ー
附属三重中央看護学校へ電
話 ま た は フ ァ ク ス、Eメ ー ル
（
317-school@mail.hosp.
go.jp）で
「募集要項請求」と明
示の上、住所、氏名、電話番号を
記入してお申し込みください。

「年金生活者支援給付金制度」について

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）
「年金生活者支援給付金制度」
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるも
のです。受け取りには請求書の提出が必要です。なお、案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
対象となる人
■老齢基礎年金の受給者の場合
次のすべてに該当する人
・65歳以上
・世帯全員の市民税が非課税
・年 金収入額とその他所得額の合
計が約88万円以下
■障 害基礎年金・遺族基礎年金の受
給者の場合
次に該当する人
・前年の所得額が約472万円以下

請求手続き
■新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人
 対象となる人には、日本年金機構から請求手続きの案内を
順次送付していますので、同封のはがき（年金生活者支援給付
金請求書）に氏名などを記入の上、日本年金機構へ提出してく
ださい。令和４年１月４日までに請求手続きが完了すると、令
和３年10月分までさかのぼって受け取ることができます。
■年金を受給し始める人
 年金の請求手続きと併せて、年金事務所、市民課医療年金グ
ループまたは関支所（地域観光課地域サービスグループ）で請
求手続きを行ってください。

▼


年金生活者支援給付金について詳しくは、
専用ダイヤルへお問い合わせいただくか、
日本年金機構ホームペー
ジ
（
「年金給付金」
で検索）
でご確認ください。
年金給付金
検索
「年金給付金専用ダイヤル」
（☎0570－05－4092〔ナビダイヤル〕）
広報かめやま
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暮らしの情報
令和３年 犯罪発生状況

CATV

８月末現在・亀山署管内 刑法犯
（窃盗、
詐欺、
傷害など）
認知状況
（暫定）
総数

江ヶ室交番

関交番

昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所

146件（+15件） 90件（+23件） 27件（－10件） 4件（－2件） 19件（+3件） 6件（+1）
※（

令和３年度 全国地域安全運動の実施

10月15日（金）～ 21日
（木）
●ウイークリーかめやま
●となりまち い・こ・か
「信楽まちなか芸術祭の
お知らせ」

実施期間：10月11日(月) ～ 20日
（水）

令和３年度の全国地域安全運動は、
「子どもと女性の犯罪被害防止」と
「特殊
詐欺の被害防止」を全国重点として実施します。

10月22日（金）～ 28日
（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
「令和２年度決算の概要」
※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。

子どもと女性の犯罪被害防止
①見通しの悪い場所や暗い場所など、地域の危険な場所を確認し、一人で立ち
入らないようにしましょう。
②スマートフォンなどを操作したり、音楽を聴きながらの通行は、周囲への注
意がおろそかになるのでやめましょう。
③子 どもたちの登下校の時間に合わせて花の水やりや道路の清掃をするな
ど、
普段の生活の中で「ながら見守り」にご協力ください。
特殊詐欺の被害防止
①警察官や銀行職員が電話をかけてきてキャッシュカードや通帳などを預か
ることはありません。
②電話でお金の話が出たら詐欺の可能性があるので、すぐに家族や警察に相
談しましょう。
③特殊詐欺の被害に遭わないために、在宅中でも留守番電話に設定したり、自
動通話録音装置を取り付けたりすることは大変有効です。
亀山地区防犯協会・亀山警察署
（☎82－0110）

●西野公園体育館 （☎82－1144）
曜日

午前

午後

月
火
水
木
金

11月

）内は前年同期比の増減数

土
日

卓球、

バドミントン、

バスケットボール、
ソフトバレー

●東野公園体育館 （☎83－1888）

夜間

曜日

テニス

月

バドミントン

火

バスケットボール
ハンドボール

水

バドミントン

木

卓球、バドミントン

金

卓球、バドミントン

土

バスケットボール

日

午前

午後
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

夜間
卓球、バドミントン
バドミントン、ニュース
ポーツ（ソフトバレー含む）

バスケットボール
バスケットボール
バレーボール

卓球、バドミントン
バスケットボール
卓球、バドミントン

個人使用デー 11月8日（月）～ 12日（金） 個人使用デー 11月15日（月）～ 19日（金）

＜施設利用時間＞

午前
9:00 ～ 12:30（12:00）
●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。
午後 13:00 ～ 17:30（17:00）
個人使用デー 毎週水曜日
夜間 18:00 ～ 21:30
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 ※（ ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール
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
＜施設利用料金＞
護者の付き添いが必要です。
一般
100 円（200 円）
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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中学生以下
※（

50 円（無料）

）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

広報ガイド
各種相談

子育て支援センターの催し
亀山子育て支援センター「あいあいっこ」☎84－3314
ひよこくらぶ（手遊び、リズム遊び等）
4日(木) 11：00～11：30、12日(金) 13：30～14：00
おりがみだいすき 15日(月) 11：00～12：00
マミーズおはなしボックス 26日(金) 10：30～11：00
※当日は、あいあい１階集団指導室に直接集合してください。

8日（月） 13:00～15:00

人権相談
人権擁護委員による相談

関子育て支援センター「あすれっこ」☎96－0203
ぽっぽくらぶ（手遊び、リズム遊び等）
11日(木)、25日(木) 11：20～11：50
※対象でない人の施設利用は、
9：00～11：20、13：30～16：00
ひまわりママとあそぼう（運動あそび等）
15日(月)11：00～11：30

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)
4日(木)、11日(木)、18日(木) 10:30～11:00
茶道講座(先着5組)
16日(火) 10:00～11:30
ののこ広場「あきの恵みであそぼう」(先着7組)
24日(水) 10:00～10:30
※全て事前に申し込みが必要。
※詳細は園ホームページのカレンダーをご確認ください。
亀山愛児園「コスモス倶楽部」☎090－1566－1523
どんぐり拾い 12日(金) 10:30～11:30 ※申込締切５日
園解放(愛児園で遊ぼう！) 24日(水) 10：00～11：00
絵本を読もう 26日(金) 11：30～11：45
11月生まれのお誕生会・身体測定 30日(火） 10:30～
※どなたでも参加できます。
※11月生まれのお子さんは、
事前にご連絡ください。
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）
2日(火) 10:00～11:00
楽しい親子運動あそび 9日(火) 10:00～11:00
お散歩に行こう 16日(火) 10:00～11:00
絵本を楽しもう 30日(火) 10:00～11:00

保健だより
長寿健康課健康づくりグループ ☎84－3316
育児相談
10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
25日(木)

あいあい

※令和2年4月の出生児対象。
受付時間は個人通知します。

３歳児健診
18日(木)

あいあい

※平成30年5月の出生児対象。
受付時間は個人通知します。

本庁1階市民対話室
☎96－1223

18日（木） 13:00～15:00

関支所1階応接室1

29日（月） 13:00～15:00

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

「あいあいっこ」
「あすれっこ」共通内容
※10月25日から各開催日の前日までに、電話また
は来館しての申し込みが必要
※
「あいあいっこ」
各開催日先着10組、
「あすれっこ」
各開催日先着５組
※参加者多数の場合、参加日はいずれか１日
※開催日当日の受付は、開催時間から開始

11月

法律相談
弁護士による相談。
予約制
（1カ月前から受付）

本庁1階小会議室

9日（火） 13:00～15:00

☎84－5008
関支所1階応接室1

17日（水） 13:00～15:00

☎84－5008
本庁1階市民対話室

17日（水） 13:30～15:50

☎84－5008
本庁1階市民対話室

26日（金） 13:00～16:30

市民活動なんでも相談
相談員による相談。
予約制
（11/12まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

☎96－1223

16日（火） 13:00～17:00

☎84－5008

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11/16正午まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

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）

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）

本庁1階小会議室

17日（水） 13:30～15:30

12日（金）
26日（金）

12日（金）
26日（金）

☎84－5035

あいあい1階相談室1

13:00～15:00

☎82－7985

あいあい1階相談室2

13:00～15:00

☎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(11/25正午
まで受付)
※申込者がいない場合は開設しません。

子ども医療相談
児童精神科医による相談

療育手帳の相談・判定
児童相談所職員による相談・判定

家庭児童相談
※子ども虐待やDVなどを含む

青少年相談
※ニートやひきこもりなど青少年
の自立支援

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

あいあい1階相談室2

26日（金） 10:00～12:00

☎82－7985

あいあい2階

25日（木） 13:50～17:00
1日（月）
15日（月）
月～金曜日
※祝日を除く

月～金曜日
※祝日を除く

月～金曜日
※祝日を除く

☎83－2425
あいあい2階

9:10～15:50

☎83－2425
あいあい2階

9:00～17:00

9:00～17:00

☎83－2425
青少年総合支援センター
☎82－6000

10:00～17:00
鈴鹿亀山消費生活センター
電話相談は
☎059－375－7611
9:00～17:00

広報かめやま
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一次救急
当番医 11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。

●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）
１

日

２
４

月

市立医療センター

火

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

木

５

金

６

医療機関名・所在地

土

９

火

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

11 木

12 金

13 土

17 水

市立医療センター

22 月

25 木

26 金

27 土

亀田町

亀田町

亀田町

アイリス町

84－3536

井上医師

亀田町

83－0990

当直医師

亀田町

亀田町

亀田町

83－0990

当直医師

当直医師

急な子どもの病気の
電話相談
〈みえ子ども医療ダイヤル〉

当直医師

83－0990

当直医師

アイリス町

84－3536

井上医師

☎♯8000

亀田町

83－0990

当直医師

または ☎059－232－9955

亀田町

亀田町

亀田町

市立医療センター

亀田町

市立医療センター

亀田町

市立医療センター

亀田町

市立医療センター

亀田町

市立医療センター

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

83－0990

83－0990

亀田町

83－0990

83－0990

83－0990

83－0990

83－0990

83－0990

83－0990

83－0990

当直医師

（午後７時30分～翌朝８時）

当直医師

※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。

当直医師

当直医師

当直医師

当直医師

当直医師

当直医師

亀田町

83－0990

当直医師

アイリス町

84－3536

井上医師

【診療時間】 午後１時～７時 30 分（受付：午後７時まで）

７

日

祝
日

14 日
21 日

23 祝
28 日

服部クリニック

医療機関名・所在地

宮村産婦人科

亀山腎・泌尿器科クリニック
市立医療センター

みえ在宅医療クリニック
あのだクリニック

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）

●日曜日・祝日の当番医
３

○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。

亀田町

市立医療センター

30 火

当直医師

当直医師

市立医療センター

市立医療センター

83－0990

当直医師

当直医師

83－0990

市立医療センター

29 月

83－0990

83－0990

亀田町

市立医療センター

16 火

24 水

井上医師

市立医療センター

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

19 金

84－3536

市立医療センター

市立医療センター

20 土

アイリス町

市立医療センター

15 月

18 木

当直医師

市立医療センター

市立医療センター

10 水

83－0990

市立医療センター

月

担当医師

亀田町

市立医療センター

８

電話番号

お願い

電話番号

亀田町

83－2121

栄町

83－0077

本町三丁目
亀田町

東御幸町
阿野田町

82－5151
83－0990
83－1139
83－1181

※
「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。
医療ネットみえ

検索
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