
■ 設立日
平成28年４月24日

■ 人口・世帯数
1,878人・888世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
地域・世代間のつながりを深め
るさまざまな行事や歴史・文化を
守る事業に取り組んでいる

■ めざす姿
心豊かで思いやりのある個が輝
く安全なまち

■ 区域
本町、高塚町、上野町、
本町一丁目～四丁目

　本町地区は、旧屋号看板が多く
掲げられ、昔ながらの旧家が所々
に残っている風情、情緒ある城下
町として発展した歴史ある地域で
す。本町地区まちづくり協議会は本
町１～４丁目、高塚町、上野町にあ
る17自治会で構成され、事業は各
部会が年間計画を立て展開してい
ます。また、当地区には幼稚園、小
学校、高校と多くの教育施設があ
り、地域交流の一環として事業へ
参加いただいています。
　本年度もコロナ禍ではあります
が、新型コロナウイルス感染症対

策をして、春のつどいや春のグラウ
ンドゴルフ大会、凧作り教室を実施
しました。平成23年8月に、地域の
皆さんが気軽に集まり、会話や観
賞などを楽しむ地域の茶の間とし
て始めたいきいきサロンは11年目
に入り、この8月は軽音楽演奏会を
楽しみました。
　今後も地域の皆さんと共に世代
を超えてつながり、心豊かに個が
輝く安全なまちづくりを目指して活
動していきます。

■ 設立日
平成28年4月16日

■ 人口・世帯数
1,168人・500世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
商店や病院があり便利性が良
く、穏やかで住みやすいところ

■ めざす姿
一人ひとりの力が輝き笑顔あふ
れるまち

■ 区域
北町、北山町、東台町
渋倉町、椿世町

　北東地区は、高台の商業施設に
近い地域と、低地の自然豊かな地
域で構成されています。
　例年７月に開催している「夏祭り
納涼会」は、役員をはじめ６つの専
門部員と地域の中学生ボランティ
アが力を合わせ、地域の企業や事
業所からも協賛をいただくなど、親
睦と絆を深めるイベントとして、多
くの人に楽しんでいただいていま
す。
　さまざまなテーマで開催する自
遊ひろば、講演や体力測定を取り
入れた健康まつりや敬老会など
は、高齢者の皆さんに好評です。ま

た、伝統的な習慣や文化活動を大
切にしたいとふれあいもちつき大
会やふれあい文化祭を開催してい
るほか、環境パトロール（周辺美
化）や防犯パトロールなど、住みよ
いまちづくりのための活動にも継
続して取り組んでいます。
　今後も、人とのつながりや地域と
のつながりを大切に、コミュニケー
ションを深める場になるよう安心・
安全に配慮して活動を進めていき
ます。
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問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）

本町
地区

まちづくり協議会

本町
地区

まちづくり協議会

北東
地区

まちづくり協議会

北東
地区

まちづくり協議会

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　12月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　�あいあい
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　12月24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）

　里親に関心のある人、社会的養
護を必要とする子どものために
何かしたいと思っている人、どな
たでも大歓迎です。ぜひ、気軽に
ご参加ください。

　30歳代、40歳代で無業または
無業に近い状態にある人の家族
や関係者に向けた就職支援セミ
ナーです。
と　き　12月６日（月）
　　　　午後２時～４時
ところ　アスト津４階アストホール
　　　　（津市羽所町700番地）
参加費　無料
申 込方法　就職氷河期世代就労
支援センターへ電話でお申し
込みください。

　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　12月16日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
ところ　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。

　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、

もよおし と　き　令和４年１月26日（水）
　　　　午後１時30分～３時30分
と ころ　鈴鹿市ふれあいセン
ターふれあいホール（鈴鹿市南
玉垣町6600）

内　容
①里親体験談
　�県内で活躍されている里親さん
の生の声を聞くことができます。

②里親制度説明
　�里親の種類や里親登録までの
流れ、三重県の現状などを知る
ことができます。

③質問コーナー
　�ご希望の人は、個別に相談がで
きます。

定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　令和４年１月17日（月）
申 込方法　県ホームページに掲
載の参加申込書でお申し込み
いただくか、県児童相談セン
ター総務・家庭児童支援室へお
問い合わせください。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

未就職の就職氷河期世代を
支える家族セミナー

就職氷河期世代就労支援センター
（☎059－271－6600）

里親さんのお話、聞いてみませんか？
～里親説明会in鈴鹿～

県児童相談センター 総務・家庭児
童支援室（☎059－231－5669）

祝 令和４年成人式
令和４年１月９日（日）
午後２時～�※受付は午後１時20分～

ところ　市文化会館大ホール
対 象者　平成13年４月２日～平成14年４月１日に生まれた人
で、市内在住または以前に在住していて、出席を希望する人
※�学校や仕事などの都合により、市外へ住民票を異動してい
る人で出席を希望する場合は、当日受付を設けますので、直
接会場へお越しください。
※�当日は、ご家族は中央コミュニティセンターで式典の中継
をご覧いただけます。（席数に限りあり）

問合先 教育委員会事務局生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）
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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）



go.jp）をご覧ください。

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの収益金をもとに社会貢献
広報事業を実施しています。次の
備品が、令和３年度の宝くじの助
成金で整備されました。

　　　　午前9時～正午
※受付は午前11時30分まで
と ころ　中央コミュニティセン
ター（市文化会館内）

対 象者　市内在住のマイナン
バーカードの新規申請者

持ち物　
①�マイナンバー通知カードまたは
個人番号通知書（令和2年5月25
日以降に出生、国外転入した人）
②本人確認書類（身分証明書など。
　�運転免許証、旅券など顔写真付
きのものは１点、健康保険証、
介護保険証、年金手帳など顔写
真がないものは２点必要）
③�住民基本台帳カード（お持ちの
人のみ）

　鈴鹿税務署において、所得税およ
び復興特別所得税の申告相談を行
います。申告書の記入方法など、確
定申告についてご相談ください。
（予約制）
と 　き　令和４年１月４日(火)～
31日(月)(土・日曜日、祝日を除く)

ところ　鈴鹿税務署
予約開始日　12月１日（水）
申 込方法　鈴鹿税務署個人課税
第一部門へ電話または直接お
申し込みください。
※�申込状況によっては、希望の日時
に相談できない場合があります。

そ の他　２月１日（火）以降の申告
相談については、後日案内します。

　�確定申告には、自宅からパソコ
ンやスマートフォンで利用で
きるe-Tax（電子申告）が便利
です。新型コロナウイルス感染
症の感染防止の観点からも、よ
り安心・安全な電子申告を、ぜ
ひご利用ください。
※�詳しくは、国税庁ホームペー
ジ（URL https://www.nta.

　国のガイドラインに沿って新型
コロナウイルス感染拡大防止対策
に取り組む小規模事業者等に対し、
その対策として購入した物品等の
経費について、５万円（助成率：４／
５）を上限に助成しています。
交 付要件　令和３年４月１日から
11月30日までに主たる目的を
新型コロナウイルス感染症対策
として物品等※を購入し、支払い
手続きが完了していることなど

※ 物品例　非接触式体温計、マス
ク、消毒液、パーティション、空気
清浄機、サーキュレーターなど

申 請期限　12月28日（火）（当日
消印有効）

申 請方法　申請書に必要事項を
記入の上、提出書類を添えて産
業振興課「小規模事業者等感染
防止対策費用助成金」専用窓口
（〒519－0195� 本丸町577）
へ郵送してください。
※�交付要件や提出書類など詳し
くは、専用窓口へお問い合わせ
いただくか、市ホームページを
ご覧ください。

　休日にマイナンバーカードの
申請受付を行います。申請者には
1,000円分のQUOカードを進呈し
ます。申請には、マイナンバーカード
を作成する本人がお越しください。
※�申請に必要な顔写真は、無料で
撮影します。（縦4.5㎝×横3.5
㎝の証明写真の持参も可）

と　き　12月12日（日）

小規模事業者等感染防止対策費用
助成金の申請はお済みですか？
産業振興課商工業・地域交通グループ

（小規模事業者等感染防止対策費用
助成金専用窓口（☎84－5147））

お知らせ

事業実施主体 整備内容
城西地区
まちづくり協議会

サロン活動用
備品

城北地区
まちづくり協議会

イベント用備
品

関南部地区
まちづくり協議会

やぐら、やぐら
飾り

北東地区
まちづくり協議会

夏祭り納涼会
用備品

マイナンバーカード
出張申請会場の開設
市民課戸籍住民グループ

（☎84－5004）

所得税および復興特別
所得税の申告相談

鈴鹿税務署個人課税第一部門
（☎059－382－0353）

コミュニティ助成事業で地域まちづくり
協議会の備品を整備しました

まちづくり協働課地域まちづくり
グループ（☎84－5007）

●(一財)自治総合センターホームページ
（URL�https://www.jichi-sogo.jp/）

12 月の納期
（納期限・口座振替日）

12 月 27 日（月）
固定資産税・都市計画税 第３期
国民健康保険税 第６期
介護保険料 第５期

後期高齢者医療保険料 第６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。

令和４年１月４日（火）

18 広報かめやま　令和3年12月1日号



本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

関の山車会館を臨時休館します
文化スポーツ課

まちなみ文化財グループ（☎96－1218）
　関の山車会館では、館内のくん蒸
作業を行うため臨時休館します。ご
理解とご協力をお願いします。
休館期間　12月14日(火)～17日(金)

　令和４年度(令和３年分)給与
支払報告書の総括表を12月上旬
に各事業所に送付しますので、令
和３年分の給与支払報告書と一
緒に令和４年１月31日(月)まで
にご提出ください。
　なお、提出時期は税務課窓口が
大変混み合いますので、郵送また
はe

エルタックス

LTAXでの提出にご協力をお
願いします。
※�総括表は市ホームページから
もダウンロードできます。
※�税務署へ提出した給与所得の
源泉徴収票の枚数が100枚以
上であった場合、e

エルタックス

LTAXまた
は光ディスクによる提出が義
務付けられています。

給与所得者の個人住民税は「特別
徴収」で
　給与所得者の個人住民税(市・
県民税)は、法令により、事業主が
給与から特別徴収(給与引き去
り)して、給与所得者に代わって
市に納入することになっていま
す。パート・アルバイト・期限付き
雇用の従業員を含むすべての従
業員が対象です。
　ただし、退職者および次のⓐ～
ⓓに該当する場合は、普通徴収に
することができます。
ⓐ�他の事業所で特別徴収されている
ⓑ給与が支給されない月がある
ⓒ�事業専従者のみ(全従業員が事
業専従者のみの場合に限る)
ⓓ退職予定者(５月末まで)

※�普通徴収にする場合は、給与支払
報告書を提出するときに、「個人住
民税普通徴収への切替理由書」の
添付が必要です(退職者は除く)。

　「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　12月23日（木）
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　12月1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。

　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　令和４年１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。

場　所　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4年4月13
日～令和6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　25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　12月15日（水）必着
申 込方法　申込書に必要事項を
記入の上、郵送、Eメールまたは
直接、産業振興課農業グループ
（〒519－0195　本丸町577
　� �nogyo@city.kameyama.m
　�ie.jp）へお申し込みください。
※�申込書は、農業グループにある
ほか、市ホームページからもダ
ウンロードできます。

そ の他　申込期限以降、区画に空
きがある場合は、随時受け付け
ますので、農業グループへお問
い合わせください。

事業主の皆さんへ
給与支払報告書の提出をお忘れなく

税務課市民税グループ
（☎84－5063）

令和４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）

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）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

募　集

各種検診・教室
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児童・生徒への読書推進活動
（読み聞かせ等）、学校図書館を
活用した授業への支援、資料収
集など

応 募資格　図書館司書または司
書教諭の資格を持っている人

任 用期間　令和4年4月1日～令
和5年3月31日

勤 務時間　原則として午前8時30
分から7時間～7時間45分程度

勤務日数　週2日～5日程度
勤務場所　市内小・中学校
報　酬　時間給1,100円（予定）
応募期限　12月24日（金）必着
応 募方法　教育委員会事務局学
校教育課教育支援グループ
（〒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、市役所で面
接を実施（令和4年1月予定）

30分から3.5時間～7時間程度
勤務日数　月平均5日～17日程度
勤 務場所　市内小・中学校（市内幼
稚園・教育委員会事務局を含む）

報　酬　時間給1,250円（予定）
応募期限　12月24日（金）必着
応 募方法　教育委員会事務局学
校教育課教育支援グループ
（〒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、市役所で面
接を実施（令和4年1月予定）

募集人数　若干名
職 務内容　学校図書館にて、貸出
返却業務、蔵書管理、環境整備、

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�

任 用期間　令和４年４月１日～
令和５年３月31日（更新あり）

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
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

応募期限　12月13日（月）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、資格・免
許の写し、卒業を証明できるも
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）

募集人数　いずれも若干名
職 務内容　児童・生徒の学習支援、
保護者の対応、通信等の翻訳など

応 募資格　ポルトガル語、スペイ
ン語、タガログ語、英語、インド
ネシア語のうち１つ、または複
数の通訳と翻訳ができる人

任 用期間　令和4年4月1日～令
和5年3月31日

勤 務時間　原則として午前８時

心理相談員
（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

（あいあい　☎83－2425）

令和３年交通事故発生状況

大人も子どもも自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しよう
・ヘルメット非着用時の死亡率は、着用時に比べて約３倍高くなっています。
・自転車事故による死者のうち、56％が頭部の損傷で亡くなっています。
●亀山市内の知っておきたい交通ルール
　森モータースの前の県道亀山城跡線は、右折禁止となっています。亀山
駅前が再開発している関係で、多くの車両が右折しています。指定方向外
通行禁止違反になりますので、注意してください。

亀山警察署（☎ 82－0110）

（10月末現在［暫定］・亀山署管内）

※（　）内は前年同期比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故
52 件（＋ 10 件）１件（－ 1 件）69 件（＋ 12 件） 882 件（＋ 2 件）

小・中学校外国語通訳および外国人
児童生徒支援員(非常勤職員)の募集

教育委員会事務局学校教育課
教育支援グループ（☎84－5076）

小・中学校学校司書
（非常勤職員）の募集
教育委員会事務局学校教育課

教育支援グループ（☎84－5076）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N

右折禁止 高架橋

至亀山駅

県道亀山城跡線

亀山市御幸町
森モータース
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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者や医療従事者などへの偏見や差別、また、さまざまな事
情でワクチン接種を受けられない人への差別的な扱いなどが社会問題になっています。
　こうした状況の中、令和３年２月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」
が成立し、新たに、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等の患者などに対する差別的取
り扱いの防止に係る国および地方公共団体の責務が定められました。
　亀山市は、たとえ新型コロナウイルス感染症に感染しても、安心して
地域や家庭、職場（もしくは学校）に戻ることができる社会を実現する
ため、「シトラスリボンプロジェクト」に賛同しています。
　新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の
被害に遭ったときは一人で悩まず、市の特設人権相談や法務局の相談
窓口にご相談ください。

12月４日～10日は
人権週間です

「第７3 回人権週間」
～人権啓発キャッチコピー～

「誰か」のこと じゃない

問合先 文化スポーツ課文化共生グループ（☎96－1223）

人権イメージキャラクター 人 KEN まもる君　人 KEN あゆみちゃん

シトラスリボンプロジェクト
公式ホームページ

特設人権相談の開催
　隣近所のもめごと、家族間の問題（離婚や扶養、
相続等）、いじめや体罰、職場でのセクハラ、DVな
どの相談に人権擁護委員が応じます。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
と　き　12月3日（金）午後1時～3時
　　　　12月7日（火）午後1時～3時
ところ　本庁1階市民対話室

電話による相談
　人権に関する問題でお困りの場合は、法務局の人権
相談をご利用ください。
●みんなの人権110番（☎�0570－003－110）
●子どもの人権110番（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ�0120－007－110）
●女性の人権ホットライン（☎�0570－070－810）
受付時間　いずれも平日午前8時30分～午後5時15分
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（12 月）
＜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

＜企画展示室＞
第37回企画展　国史跡指定記念
　　　「鈴鹿関　－奈良時代の国家戦略－」
　と　き　12月12日（日）まで
　内 　容　鈴鹿関跡は、発掘調査開始から15年を迎

えた本年、国の史跡に指定されました。これまで
の調査から見えてきた最新の鈴鹿関の姿を紹介
します。また、役所や住居の跡、文字資料などか
ら、鈴鹿関が機能していた奈良時代の鈴鹿郡の様
子をひもときます。

　企画展示観覧料　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、13日(月) ～17日(金)(展示撤収のため)、20日(月) ～24日(金)(館内整理のため)、

28日(火) ～令和４年１月４日(火)(年末年始)



市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより
市立医療センターは、令和３年９月1日、三重大学医学部附属病院と
医療連携協定を締結しました
　三重大学医学部附属病院では、「医療連携登録制度」を設けています。こ
の制度は、地域の医療機関と三重大学医学部附属病院が医療連携協定を締
結し、病病連携、病診連携をより緊密にし、地域医療の向上を図ることを目
的に行うものです。市立医療センターは、これまで以上に三重大学医学部
附属病院との連携を強化して、良質な医療サービスの提供に努めます。

『お誕生会クロニクル』
古内一絵／著　光文社（2020年9月刊）
　それはきっと、誰もが自分自身と向き
合う日。お誕生会が禁止された小学校、母
が台無しにしたお誕生会、認知症の母が
祝ってくれた誕生日…。生まれてきたこ
とを自分で認めてあげたくなる全7編。

『ツレヅレハナコのお取り寄せ』
ツレヅレハナコ／著 立東舎（2021年6月刊）
　酒のアテからごはんのおかずまで。絶
対おいしい超私的セレクトを選りすぐっ
て紹介するお取り寄せハンドブック。
　読んで、眺めて、お取り寄せをして…。
グルメエッセイとしても楽しめる1冊。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●妻から哲学／土屋賢二
●オリンピックにふれる／吉田修一
●7.5グラムの奇跡／砥上裕將
●砂に埋もれる犬／桐野夏生
●何もしない習慣／笠井奈津子
●極彩色の京都／稲田大樹
●だいありぃ／和田誠
●スパゲッティのうた／ぺこみそ
●はじめてのおともだち／よこたあきこ
●ぶうとぴょんのまほうのつえ／多田ヒロシ
●おさるのゆめ／いとうひろし
●れいとうこのそこのおく／うえだしげこ
●＃マイネーム／黒川裕子
●クリスマス・ピッグ／J.K.�ローリング

ほか348冊

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館だより（12 月）

図書館の本棚から

休館日　市立図書館…毎週火曜日、24日(金)、28日(火)
　　　　　　　　　　～令和４年１月５日(水)�(年末年始)
　　　　関図書室……毎週月曜日、24日(金)、29日(水)
　　　　　　　　　　～令和４年１月３日(月)�(年末年始)
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わくわく・どきどき・絵本をあそぶ
12月４日(土)午後２時～　市立図書館（児童室）
関おはなし会
12月８日(水)午後３時～　関文化交流センター
たんぽぽの会の紙芝居会
12月15日(水)午後３時～　関文化交流センター
クリスマス人形劇
12月18日(土)午後２時～　市立図書館（児童室）
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
12月23日(木)午前10時～　市立図書館（児童室）
琴の音色にのせて絵本の読み語り
12月26日(日)午後２時～　市立図書館（児童室）
ボードゲームで遊ぼう
12月27日(月)午後２時～　市立図書館（児童室）

録音図書「山鳩文庫」のご案内
　市立図書館では、出版物を音訳した録音図書「山
鳩文庫」を104作品所蔵しています。視覚に障がい
のある人やその他の障がい等のため、文字が読み
づらい人などへの専用資料です。
　利用には、録音図書利用登録申請書の提出が必要で
す。詳しくは、市立図書館へお問い合わせください。



OPICS
かめやまのホットな話題をお届け！

と　き　①12月16日（木）
　　　　②令和４年１月20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数字で見る昔の生活と歴史
　　「時に関するあれこれ」
　　（語り部　尾﨑末廣さん）
　②江戸時代の参勤交代
　　（語り部　草川喜種さん）
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
　（尾﨑　☎090－1503－1807）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

「亀山宿語り部」の楽しい話

　12月に開催される文部科学大臣杯争奪第24回全国小学生ティーボール選
手権大会に三重県代表として出場するスモールスポーツ少年団の選手が亀
山市長を訪問され、「チームに貢献できるように頑張ります」、「全国制覇を目
指します」など、一人ひとりが大会への意気込みを語られました。

　亀山高等学校普通科セレクション系列の２年生79人が、インターンシップに取り
組みました。インターンシップの目的は、勤労観や職業観を身に付けるとともに、異
世代とのコミュニケーション力の向上を目的としています。
　消防本部に配属された生徒たちは、防火服着装訓練やホース延長訓練などを行
い、「防火服を着て動くだけでも疲れます。消防士の方の日ごろからの努力を感じま
した」、「テキパキと行動し、全員の動きがそろったときがうれしいです」などと話し
てくれました。� ※この記事は、政策課広報秘書グループで就業体験した生徒が作成。

亀山高校普通科の生徒が
インターンシップ生として就業体験1115～19

全国小学生ティーボール選手権大会に出場

ご覧ください！
行政情報番組

「マイタウンかめやま」
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11月26日（金）～12月２日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「もしものときについて話し
　合う『人生会議』」
●エンドコーナー
　「野登ルンビニ園」

12月３日（金）～９日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「12月３日から９日は障害者
　週間『暮らしの中にあるユニ
　バーサルデザイン』」
●エンドコーナー
　「亀山幼稚園」

12月10日(金) ～16日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報BOX
　「年末年始の特別清掃期間
　とごみの分け方・出し方に
　ついて」
●エンドコーナー
　「亀山東幼稚園」

※�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。


