
■ 設立日
平成28年４月24日

■ 人口・世帯数
2,862人・1,326世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
長い歴史の中で大切に引き継が
れてきた郷土芸能と文化

■ めざす姿
我がまちが居心地よく住み続けて
よかったと実感できる豊かなまち

■ 区域
阿野田町、菅内町、北鹿島町
南鹿島町

　亀山市の南東部に位置し、鈴鹿
川を挟んで構成される東部地区
は、７つの自治会を中心に地域の一
体感の醸成を図る取り組みを進め
ています。
　春は児童による球技大会や納得
するまで打ち続ける青壮年マラソ
ンソフトボール大会、夏は災害に備
えた防災教室や詐欺の手口を学ぶ
防犯教室、家族で参加する夏祭り、
秋は自慢の特技と歌声を披露する
文化演芸大会、地域の高齢者を励
ます敬老会を開催しているほか、一
年を通して女性部による民話、人
形劇を楽しむなど親睦と交流を深
めています。昨年はコロナ禍で思う

ように事業ができない中、マスクを
手作りして希望者に配布しました。
　また、令和３年４月から阿野田町
と菅内町の指定避難所が亀山南小
学校から亀山東小学校へ変更にな
るとともに、二本松自治会、樺野自
治会、中野自治会の一時避難場所
にオークワサウス亀山店が追加さ
れたことをきっかけに、地域の皆さ
んの防災意識が高まっています。
　引き続き、地域間での世代間交
流や親睦を深め
て、安全・安心の
住みよいまちづ
くりを進めてい
きます。

■ 設立日
平成28年５月15日

■ 人口・世帯数
1,607人・718世帯
(基準日：令和３年10月１日)

■ 地域の誇り
天神公園、鈴鹿川一里塚公園など
があり豊かな自然に恵まれている

■ めざす姿
お互いに助け合い、生きがいと
希望の持てるまち

■ 区域
海本町、天神町、和賀町、
天神一丁目～四丁目

　私たちが日々暮らしを営む天神・
和賀地区は、北は鈴鹿川から南は
金王道の入り口までの県道28号
線（亀山白山線）を中心に東西に広
がる地域です。近年は、ミニ団地が
形成され、亀山南小学校の生徒数
も若干ではありますが増えてきて
おり、今後の発展が期待できるエリ
アです。
　当まちづくり協議会は、春は高山
観音春祭り、秋は三世代交流会を
兼ねた文化祭および親睦旅行、中
学生を対象としたボーリング大会
などのイベントを開催しています。
しかし、昨年は、コロナの影響によ

り中止の憂き目にあいました。その
ような中でも、本年度は新型コロナ
ウイルス感染症対策を徹底して開
催したミニサロンは、地域の皆さん
から好評を得ることができました。
また、秋の大事なイベントの一つで
ある「敬老会」は中止となりました
が、自治会長や民生委員、福祉の
会の協力により、記念品を配布す
ることができました。
　このような中で得た経験を生か
し、地域の皆さんの絆を大切にした
まちづくりに取り組んでいきます。

8
問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ

（☎84－5007）

東部
地区

まちづくり協議会

東部
地区

まちづくり協議会

天神・和賀
地区

まちづくり協議会

天神・和賀
地区

まちづくり協議会

ます。和太鼓と民謡、津軽三味線、
尺八の調べをお楽しみください。
と　き　1月25日（火）
　　　　午後2時～
※開場は午後1時15分～
ところ　市文化会館大ホール
入…場料　前売・当日1人500円(全

席自由)
※３歳未満で席が不要であれば無料
※ 市文化会館で前売券を販売しています

この事業は、宝くじの助成金で実施します。

　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　１月25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
講　師　柔道整復師
　　　　岡本健太さん
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　15人（先着順）
参加費　無料
申込期限　1月21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。

　美しさ、音、香り、味わい、手触
り。木には五感を通じていろいろ
な楽しみ方があります。今回は、
山岳ガイドや森林プロダクト開
発で活躍する人を講師として迎
え、木の香りや美しさについて話
を伺うとともに、シイタケの菌打
ち体験や木工工作を行うことで、
これらの楽しみ方を体験します。
　菌打ち体験の原木や工作品は、持
ち帰りできます。自宅でシイタケが
出るのを楽しみに待ちましょう。
と　き　１月22日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　鈴鹿峠自然の家
対象者　市内に在住する人
講　師　大杉谷登山センター
　　　　救助隊隊長　森 正裕さん
定　員　10組
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
※原木は１人につき１本
※木工工作は１組につき１個
持…ち物など　防寒着、動きやすい

服装
申込期間　１月４日（火）～11日(火)
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。

　ワンコインコンサートを開催し

　明治安田生命保険相互会社と
共催で道の駅関宿にてウインター
フェアを開催し、抽選会等を実施
します。ぜひ、お越しください。
と　き　1月15日（土）
　　　　午前10時～午後3時
ところ　道の駅　関宿
内…　容　血管年齢測定、野菜摂取

レベル測定、抽選会
そ…の他　抽選会への参加には、

各測定と道の駅関宿の売店で
350円以上の買い物をしたレ
シートが必要になります。

　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　１月20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。

もよおし

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

道の駅関宿
2022ウインターフェア
地域観光課観光交流グループ

（☎96－1215）

冬でも！五感で楽しむ森の恵み
～シイタケの菌打ちと

アメニティウッド体験～
鈴鹿川等源流の森

も

林
り

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）

まち奏で～かめやま音楽堂～
地域ふれあいコンサート
音綯(おとない)Vol. ４
市文化会館（☎82－7111）

介護者のつどい
～体操を通じて介護予防とリフレッシュ～
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

和太鼓 凛 翔田ひかり
（民謡・津軽三味線）

豊岡雅士（尺八） 梶尾瑞穂（津軽三味線）
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るきっかけとなりますので、ぜひ
お越しください。
と　き　２月11日（祝）
　　　　午後１時30分～
参加方法
①会場(市文化会館２階会議室)で参加
② 自宅等のパソコン、スマート

フォンなどでZoomアプリを
利用して参加

定　員
①会場参加　20人
②オンライン参加　定員なし
参加費　無料
申…込方法　生涯学習課社会教育グ

ループへ電話または直接お申し
込みください。Zoomでの参加
方法について詳しくは、市ホー
ムページをご覧ください。

と　き　２月19日（土）　
　　　　午前10時～正午
※開場は午前９時30分～
と…ころ　中央コミュニティセン

ター（市文化会館内）

▽ 第１部…講演「学びの場からつ
ながる場へ～新しい図書館が
めざすもの～」

　 講師：愛知工業大学工学部建築
学科教授　中井孝幸さん

▽  第２部…朗読会（リレー朗読）
など

　 講師：亀山市教育委員会学校図
書館活用アドバイザー　川口
恭子さん

　 朗読：一般社団法人日本朗読協
会　原田里美さん

参加費　無料
※事前の申し込みは不要

　三重県では、結婚を希望する人
を応援するために、県内３地域で

「みえ結婚支援プロジェクトチー
ム」を結成し、各地域で活動して
います。今回は、亀山市でマッチ
ングありのトークイベントを開
催します。
と　き　
対象年齢：27歳～35歳
　２月19日（土）　
対象年齢：36歳～42歳
　２月20日（日）
　 いずれも午後１時30分～３時

45分
ところ　関支所
対…象者　結婚を希望する独身の

人で、北勢エリア（桑名市、鈴鹿
市、亀山市、いなべ市、木曽岬
町、東員町）に在住・在勤する
人、またはこの地域での出逢い
に興味のある人
定　員　男女各５人程度
※申込者多数の場合は抽選
参加費　無料
申込期限　２月10日（木）
申…込方法　みえ出逢いサポート

センターホームページ内応募
フォームからお申し込みくだ
さい。（ URL https://forms.gle/
kg5zZcV6L2jgrWyB9）

※ deltastudio.cp@gmail.com
からのメールを受け取れるよ
うに設定しておいてください。

　起業について３年間学んだ受
講生が、これまでの学びの成果や
今後取り組んでいく事業の発表
を行います。地域課題の解決に向
けた手法や新しい仲間を見つけ

　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　１月25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2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　1月28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）

　講座を受講した皆さんの作品
展示を行います。また、講座の様
子や来年度開講予定講座を紹介
します。
と…　き　１月29日（土）午前10時

～午後６時30分、30日（日）午
前10時～午後５時

と…ころ　亀山エコータウン２階
夢ひろば

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）

講座受講生の作品展示会
中央公民館（☎83－5300）

みえ結婚支援プロジェクト
桃の節句マッチングパーティ
政策課政策調整グループ
（☎84－5123）

かめやま人キャンパス
まちの起業人プレゼン大会
教育委員会事務局生涯学習課
社会教育グループ（☎84－5057）

図書館フォーラム
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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本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

（火）（土・日曜日、祝日を除く）
縦…覧場所　下水道課下水道工務

グループ（関支所２階）
変更内容　排水区域
提出に必要な事項　
① 件名「亀山都市計画下水道変更

案」に関する意見
②住所、氏名（ふりがな）
③意見
意見書の提出期限
　1月25日（火）（当日消印有効）
意見書の提出方法
　提出に必要な事項を記入（様式
は自由）の上、郵送、ファクス、Ｅ
メールまたは直接、下水道課下水道
工務グループ（〒519－1192　関
町 木 崎919－1、FAX96－3321、

 gesuidou@city.kameyama.
mie.jp)へ提出してください。

　次の内容に該当する人は、市が
発行する「障害者控除対象者認定
書」により、所得税や市・県民税の
申告時に障害者控除を受けられ
る場合があります。対象者には、
１月末に認定書を郵送します。
▷ 市内に住所を有する65歳以

上で、介護保険法の要介護・要
支援認定を受けている人のう
ち、寝たきりや認知症の状態に
よって「身体障害者または知的
障害者に準ずる人」として認め
ら れ る 人（令 和3年12月31日
時点）

▷ 障害者手帳をお持ちで、障害者
手帳の等級より介護保険認定
情報を基に認定する等級の方
が重度である人

※ 令和３年1月1日～12月31日
に亡くなった人などの認定書
が必要な場合は、申請が必要で
すので、長寿健康課高齢者支援
グループへお問い合わせくだ

さい。
問合先
○ 認定について…長寿健康課

高齢者支援グループ（☎84－
3312）

○ 所得税について…鈴鹿税務署
（☎059－382－0351）

○ 市・県民税について…税務課市
民税グループ（☎84－5011）

　令和４年度就学援助申請の新
入生受付を開始します。
内…　容　経済的にお困りのご家

庭を対象に、お子さんの就学に
必要な費用を一部援助します。

対…象者　市内の小・中学校に令和
４年４月入学予定の子どもの
保護者、または市内在住である
が市外の公立小・中学校に入学
予定の子どもの保護者

申込期間　１月７日(金) ～31日(月)
※ 申込方法など詳しくは、後日郵

送（新入生に限る）される案内
文書をご覧ください。

　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　２月４日（金）
　　　　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。

　亀山都市計画道路変更案を次の
とおり縦覧します。変更案に意見
がある市内に在住・在勤・在学する
人、市内で事業を行う人、または利
害関係者は、縦覧期間内に意見書
を提出することができます。
縦…覧期間　1月11日(火) ～25日

(火)（土・日曜日、祝日を除く）
縦…覧場所　都市整備課都市計画

グループ（本庁２階）
対象路線　
　亀山都市計画道路3・5・21号
　木崎新所線
提出に必要な事項　
① 件名「亀山都市計画道路 木崎

新所線の都市計画変更案」に関
する意見

②住所、氏名（ふりがな）
③ 勤務先または通学先（市外に在

住する人のみ）
④意見
意見書の提出期限
　1月25日（火）（当日消印有効）
意見書の提出方法
　提出に必要な事項を記入（様式
は自由）の上、郵送、ファクス、Ｅ
メールまたは直接、都市整備課都
市計画グループ（〒519－0195
　本丸町577、FAX82-9669、  
tokei@city.kameyama.mie.jp)
へ提出してください。

　亀山都市計画下水道の変更案
を、次のとおり縦覧します。変更
案に意見がある市内に在住する
人または利害関係者は、縦覧期間
内に意見書を提出することがで
きます。
縦…覧期間　１月11日（火）～25日

お知らせ
亀山都市計画道路変更案の縦覧
都市整備課都市計画グループ

（☎84－5046）

亀山都市計画下水道変更案の縦覧
下水道課下水道工務グループ

（☎97－0627）
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所得税、市・県民税の
障害者控除対象者認定書の交付
長寿健康課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

ご存じですか？就学援助制度
教育委員会事務局

教育総務課保健給食グループ
（☎84－5073）

献血にご協力ください
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）



500円のキャッシュバック（上限
額は2,500円）を行います。
　運動習慣を身に付け、健康的に
やせましょう。
※ 教室内容や取組方法など詳し

くは、関Ｂ＆Ｇ海洋センターへ
お問い合わせください。

※ 期間内(約２カ月半)は関Ｂ＆
Ｇ海洋センターのプールの利
用料が無料
と…　き　１月18日～３月22日の

火曜日(全10回)
▷午前の部：午前９時～10時30分
▷午後の部：午後１時～２時30分
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各部9人（先着順）
最少催行人数　各３人
参加費　10,000円
※スポーツ保険料が別途必要
　（年間保険に加入の人は不要）
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　１月４日（火）
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。

と　き　1月27日(木)
　　　　午後1時30分～3時
と…ころ　城北地区コミュニティ

センター
内…　容　タブレットを使った健

康管理、認知症予防、生活支援
などについてご紹介します。

※ 使用方法などを同世代のサ
ポーターが丁寧に説明します。

対…象者　高齢者本人やその家族
（65歳以上）などで健康寿命延伸
やインターネットに関心のある人
参加費　無料　
※ 体験用タブレットは主催者が用意
申…込方法　直接、（公社）亀山市シ

ルバー人材センターへ電話で
お申し込みください。

※ タブレットとは、コンピューター
の入力装置の一つで、本体と液晶
画面が一体の薄い板状になって
いて、画面を直接タッチして操作
する情報機器のことです。

　口腔ケアでお口の中の細菌を
減らし、お口の機能と健康の維
持・増進を図ることは大切です。
まずは、お口の状態をチェックし
てみませんか？
対象者　次のすべてに該当する人
① 市内在住で後期高齢者医療制

度被保険者
② 通院することができない在宅

の要介護状態の人
定　員　20人（先着順）
受診料　無料
健診期限　３月25日（金）
申込期限　２月28日（月）
申…込方法　市民課医療年金グルー

プへ直接お申し込みください。
健診委託実施機関　
　（一社）亀山歯科医師会

●110番は、緊急通報専用の電話です
　急ぎでない相談や問い合わせ
が寄せられると、緊急時の対応に
遅れが出る可能性があります。
　急ぎでない相談電話などは、
亀山警察署や警察安全相談電話

（♯9110ま た は ☎059－224－
9110［いずれも平日の午前９時
～午後５時］）をご利用ください。
●…110番通報時は、落ち着いて話
してください

　いつ、どこで、何があったのか、ケ
ガはないかなどを話してください。
　携帯電話やスマートフォンか
らの通報は、電波状況により途切
れてしまう場合がありますので、
その場に立ち止まって話してく
ださい。
　登山で道に迷ったときや周囲
に目標物がない場所からの通報
時は、場所を特定しやすいよう、
緯度・経度の情報を把握しておき
ましょう。
●…聴覚や言葉の不自由な人のため
に、ファクスやインターネット
による通報も受け付けています

▷ファックス110番
　（FAX059－229－0110）
▷ウェブ110番（チャット方式）
　（URL http://mie110.jp）

　健康運動指導、お腹周りの引き
締め、やせるためのアドバイスと
サポートを行い、体重（体脂肪）を
減らすことを目指します。
　参加初日と最終日に体重測定
を実施し、マイナス500gにつき

認知症予防タブレット体験会
～楽しく健康寿命延伸にチャレンジ～
（公社）亀山市シルバー人材センター

（☎96－8641）

1月10日は「110番の日」
事件事故 緊急通報 110番
ご存じですか？警察相談#9110
亀山警察署（☎82－0110）

各種検診・教室
お腹やせ

(骨盤体操・体幹トレーニング)教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

高齢者在宅訪問歯科健診
市民課医療年金グループ
（☎84－5005）
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に助産師がお応えします。
と　き　１月19日（水）
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　１月５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。

と　き　２月14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

浴
よく

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　１月25日（火）
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。

と　き　２月16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
申…込期間　１月18日（火）～２月

１日（火）
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。

　室内でできる簡単なウォーキ
ングを行います。
と　き△

２月７日（月）午前10時～10時45分△

２月10日（木）午後２時～２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　１月14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。

　「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

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）

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）

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）

あいあい運動教室
～簡単ウォーキング～
長寿健康課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

119 番通報が一時不通になります！

　NTT 西日本の電話交換機の工事に伴い、次の
時間の間で約３分間、119 番通報および消防本
部の一般電話がつながらない状態になります。
　この時間中に、119 番通報や消防本部への
電話がつながらない場合は、代替電話番号に
お掛け直しください。

問合先……消防本部情報指令課情報指令第1グループ（☎82－0244）

※ 工事内容について詳しくは、NTT 西日本ホームページ ( URL https://www.ntt-west.co.jp/
denwa/）【重要なお知らせ】をご覧ください。(1 月 14 日以降掲載予定）

工事時間　　　１月 28 日（金）午前０時～３時
接続不可時間　上記時間の間で約３分間
代替電話番号　☎ 090－5600－7723
　　　　　　　☎ 090－3257－8726
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マイナンバーカードの
新規申請の出張申請受付を実施します！
申請に必要な顔写真を無料撮影します。申請時に必要書類がそろえば、
郵送でカードを受け取ることもできます。
※申請には、本人がお越しください。
※ 15 歳未満の人や成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
※申請から受け取りまでに、１カ月程度かかります。

問合先……市民課戸籍住民グループ（☎84ー5004）

　各種団体、企業等へ、
職員が出張して申請を受
け付けする活動もしてい
ます。ご希望の人は、戸
籍住民グループへお問い
合わせください！

●申請時に必要な持ち物
① マイナンバー通知カード（令和２年５月 25 日以降

に出生、国外転入した人などは個人番号通知書）
※通知カードなどを紛失された場合でも申請できます。
②住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）
③ 本人確認書類（運転免許証などの顔写真付きのも

の１点または健康保険証などを２点）

開催日 時間 場所

1月15日（土） 午前9時30分
～午後3時

昼生地区
コミュニティセンター

1月29日（土） 午前9時30分
～午後3時 亀山消防署　北東分署

2月7日（月） 午前9時30分
～午後4時

川崎地区
コミュニティセンター
※確定申告相談と同時開催

●開催日時および開催場所
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だより（１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＞
「昔の道具」を展示します
　と　き　１月29日（土）～３月６日（日）
　内…　容　小学３年生の「昔の道具」の授業に合わせ

て、昭和の時代のものを中心に昔の道具を展示
します。

　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、１日（祝）～４日（火）（年末年始）

＜歴史講座＞
「古代の疫病とその対策」
　と　き　１月23日（日）午後１時30分～３時
　ところ　歴史博物館講義室
　内…　容　天平７(735)年に始まった天然痘の流行は、

天平９(737)年に全国に感染が拡大し、多くの死者
を出しました。時の天皇であった聖武天皇は、対策
の一つとして国分寺の建立を進めました。この講座
では、古代の疫病と対策についてご紹介します。

　定　員　25人（先着順）
　講　師　亀山市歴史博物館学芸員　中川由莉
　申…込方法　１月５日（水）午前９時～17日

（月）までに、歴史博物館へ電話または直接
お申し込みください。
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在宅医療講演会を開催します

と　き　　１月 23 日（日）午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
ところ　　中央コミュニティセンター
　　　　　（市文化会館内）
内　容　　講演・事例紹介
　　　　　　元気なうちから知っておきたい在宅医療
　　　　　　講　師：みえ在宅医療クリニック
　　　　　　　　　　院長 門間　文彦さん
　　　　　　座　長：亀山医師会理事
　　　　　　　　　　田中内科医院院長　田中 英樹さん
参加費　　無料

問合先……長寿健康課高齢者支援グループ
　　　		（あいあい　☎84－3312）

参加費 無料

　病気や介護が必要になっても、安心して住み慣れた地域で自分らしく暮ら
し続けるために、在宅医療について一緒に考えてみませんか？

定　員　　　80 人（先着順）
申込期限　　１月 21 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。
主　催　　　（一社）亀山医師会、亀山市

出張介護予防教室の参加者募集

時　間　いずれも午後１時 30 分～３時
対象者　 市内に在住する 65 歳以上で、介護予防に

関心のある人
定　員　各日 15 人（先着順）
最少催行人数　各日５人
申込期限　各開催日の 3 営業日前
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。
問合先……長寿健康課高齢者支援グループ
　　　		（あいあい　☎84－3312）

参加費 無料

　介護予防とは、介護が必要な状態にならないように予防するための取り組みです。元気なうちから継続
的に取り組んでいくことが大切です。

※あいあい 1 階集団指導室、老人福祉関センター 2 階大集会室

持ち物など　 飲み物、上履き、筆記用具、動きや
すい服装など

※一人につき原則として４回まで
※参加時は、マスクの着用をお願いします。
※体調が優れない場合は、参加を控えてください。

と　き ところ 担当事業所名 内容（変更することがあります）

1月18日（火） 老人福祉関センター 華旺寿 楽しく笑って介護予防

1月19日（水） あいあい 亀山老人保健施設 介護予防で健康づくり（レクリエーション、体操、講話など）

1月25日（火） あいあい 華旺寿 楽しく笑って介護予防

1月26日（水） あいあい 安全の里 軽体操とレクリエーション
（タオル体操、足踏み体操、ビンゴゲームなど）

1月28日（金） あいあい 野村きぼう苑 どこでもいつでもできる介護予防　セラバンド体操

2月1日（火） 老人福祉関センター リングリングリング コグニサイズ

2月3日（木） あいあい 華旺寿 楽しく笑って介護予防

2月4日（金） あいあい 安全の里 軽体操とレクリエーション
（タオル体操、足踏み体操、ビンゴゲームなど）

2月15日（火） 老人福祉関センター リングリングリング コグニサイズ

※参加時は、マスクの着用をお願いします。
※体調が優れない場合は、参加を控えてください。
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『さだの辞書』
さだまさし／著
岩波書店（2020年4月刊）
　家族、故郷、仲間、音楽のこと…。さ
まざまなテーマで思い出や今の関心
事を綴る。さだまさしさんの自伝的
エッセイ。

『こたつ』
麻生知子／作
福音館書店（2020年11月刊）
　こたつを真上から定点観測したユ
ニークな絵本。こたつを囲んで、大み
そかから新年をむかえる家族の様子
が描かれています。

一
　
般

児
　
童

～新着だより～
●塞王の楯／今村翔吾
●万葉と沙羅／中江有里
●ハッピーリフォーム／未上夕二
●剛

ご う

心
し ん

／木内昇
●歯を疑え！／丸橋賢
●図解でわかるカーボンニュートラル／
　エネルギー総合工学研究所

●あかいてぶくろ／岡田千晶
●わらしべちょうじゃ／いもとようこ
●メロンパンツ／しぶやこうき
●レッツ　キャンプ／いとうみく
●飛べ！遺伝子を超えて／森川成美
●富士山のむこう側／岩崎京子
●病院のウラガワ

ほか346冊

マミーズのおはなし会
1月8日（土）午後２時～　市立図書館（児童室）
大人による大人の読みきかせ
1月8日（土）午後３時～　市立図書館（児童室）
関おはなし会
1月12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
1月19日（水）午後３時～　関文化交流センター
お子さんが泣いても大丈夫！「あかちゃんタイム」
1月27日（木）午前10時～　市立図書館（児童室）

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館だより（１月）

本年は、関図書室は１月４日（火）、市立図書
館は１月６日（木）の午前９時から開館します。

図書館の本棚から

休館日　市立図書館…毎週火曜日、１日（祝）～５日（水）、28日（金）
　　　　関図書室…… １日（祝）～３日（月）、５日（水）、11日（火）、17日（月）、24日（月）、28日（金）、31日（月）

作者名 著者
ちいさなこえ 牧野正夫
いっしょにあそぼう 真弓結希
ぼくはこども司書 越智由美子
ぼくは、かわいそうじゃない 御多福豆
いのちは大切 国本せな
ことばにするって 井ノ上瑛稀

「ちいさなお話」
入選作品発表

　令和３年度の創作童話
「ちいさなお話」の入選作
品は、次のとおりです。
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１月の納期

１月 31日（月）
市・県民税… 第４期
国民健康保険税… 第７期
後期高齢者医療保険料… 第７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３年交通事故発生状況

黄色信号は「注意して進め」ではありません
　黄色信号の意味は「止まれ」です。黄色の灯火時は、車は停
止線を超えて進んではいけません。また、歩行者は横断を始め
てはいけません。ただし、黄色の灯火に変わったときに停止線
に近づいていて、安全に停止することができない場合は、その
まま進むことができます。
　信号の意味を正しく理解して、交通安全を心掛けましょう。

●亀山市内の知っておきたい交通ルール
　市道駅前２号線から県道亀山城跡線に合流する際は、右折お
よび転回はできませんので注意してください。

亀山警察署（☎ 82－ 0110）

（11 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
60件（＋15件）１件（－１件）78件（＋18件）1,024件（＋7件）

「広報かめやま」
１月16日号は

発行していません
２月１日号からは、通常どおり
月２回（１日・16日）発行します。

Ｎ

市道駅前２ 号線

至亀山警察署

県道亀山城跡線
至商工会議所

スギ薬局亀山東御幸店様

転回、右折禁止

（納期限・口座振替日）
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12月31日（金）～１月６日（木）
●�ウイークリーかめやまダイ
ジェスト（10月～12月放送分）

※ �1月1日から「市長新春挨拶」
を番組冒頭に放送します。
１月７日（金）～ 13日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「笑いヨガで健康生活！」
１月 14日（金）～ 20日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「�所得税の確定申告、市・県
民税の申告のお知らせ」

●エンドコーナー　「和田保育園」
１月21日 (金 )～27日 (木 )
●ウイークリーかめやま
●エンドコーナー　「第三愛護園」
１月28日(金)～２月３日(木)
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報 BOX
　「市民活動応援制度について」
●エンドコーナー　「亀山愛児園」

※�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。



　税理士が、税についての相談
や確定申告のお手伝いをさせて
いただきます。
と　き　２月５日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山市勤労文化会館
　　　　（和田町1488－115）
内　容　税金に関すること
相談料　無料
申込開始日　１月５日（水）
申…込方法　連合三重亀山地域協

議会へ電話で、または住所、氏
名、電話番号を明記してファ
クスでお申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。
申…込・問合先　連合三重亀山地域

協議会（☎83－0050、FAX83
－0124）

　日ごろの生活で困っているこ
とについて、弁護士や社会保険
労務士など、専門の相談員が相
談にお応えします。相談者の秘
密は厳守します。
と　き　２月５日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山市勤労文化会館
　　　　（和田町1488－115）
内…　容　労働、賃金、金融、保険、

年金、住宅に関することなど
相談料　無料
申込開始日　１月５日（水）
申…込方法　暮らしほっとステー

ション亀山へ電話で、または住
所、氏名、電話番号を明記して
ファクスでお申し込みください。

※定員になり次第締め切ります。
申…込・問合先　暮らしほっとス

テーション亀山（亀山地区労
働 者 福 祉 協 議 会 内 ☎83－
0007、FAX96－8033）

　令和４年２月13日開催予定
の本大会は新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点か
ら中止します。
　２年連続の中止となり、楽し
みにしていた皆さんには申し訳
ありませんが、ご理解をお願い
します。
問…合先
　NPO法人亀山市スポーツ協会
　事務局（☎97－3686）

　フリーマーケットやワンコ
イン体験イベントのほか、飲食
ブース、野菜の販売などもあり
ます。また、フリーマーケットの
出店者も募集しています。ぜひ、
ご参加ください。
と　き　２月26日（土）
　　　　午前10時～午後３時
と…ころ　三重交通G スポーツの

杜鈴鹿 体育館(鈴鹿市御薗町
1669)

入場料　無料
フリーマーケットの出店申込
申込開始日時
　１月29日（土） 午前９時
出店料　1,500円
　　　　（１区画３ｍ×２ｍ）
定数　50ブース（先着順）
申…込方法　三重交通Gスポーツ

の杜 鈴鹿体育館へ電話また
は直接お申し込みください。

問…合先
　三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
　体育館（☎059－372－8850）

　市内の小・中学校の特別支援
学級で学ぶ児童や生徒の作品
展です。子どもたちが、自分を表
現し、楽しく取り組んだ作品の
数々を展示します。
と　き　２月４日（金）～７日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※２月７日（月）は午後４時まで
と…ころ　亀山エコータウン本館

２階催事場
入場料　無料
問…合先　亀山市特別支援教育振

興会事務局(小幡 ☎82－0139)

　「国の教育ローン」は、高校、短
大、大学、専修学校、各種学校や
海外の高校・大学などに入学・在
学するお子さんがいる家庭を対
象とした公的な融資制度です。
融資額
　子ども１人につき350万円以内
金　利　年1.65％
　（母子家庭の人などは年1.25％）
※令和３年11月1日時点
返済期間　15年以内
　（母子家庭の人などは18年以内）
※ 申込方法など詳しくは、（株）

日本政策金融公庫ホームペー
ジ（「国の教育ローン」で検索）
でご確認ください。
問…合先　（株）日本政策金融公庫

教育ローンコールセンター
　 （☎0570－008656[ナビダイヤ

ル]または☎03－5321－8656）

※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42回
亀山市特別支援学級作品展

税制相談会

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）の案内

第68回亀山市駅伝競走大会
中止のお知らせ

フリーマーケットの開催

暮らし何でも相談会
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