
　男性と女性が、職場、学校、地域、
家庭で、それぞれの個性と能力を
発揮できる「男女共同参画社会」を
実現するためには、一人ひとりの
意識や取り組みが必要です。
　国が発表した令和４年度「男女
共同参画週間」のキャッチフレー
ズは、「『あなたらしい』を築く、
『あたらしい』社会へ」です。この
機会に、男女共同参画について考
えてみませんか？
　なお、期間中に市民協働セン
ター「みらい」において、男女共
同参画に係るパネル展示を行い
ます。ぜひ、ご覧ください。

　西野公園プールを一般公開します。
公…開期間　７月１日（金）～８月
31日（水）
開放時間・利用料金
▷午前９時～午後０時30分
　�小・中学生…50円
　高校生・一般…100円
▷午後１時～５時30分
　�小・中学生…100円
　高校生・一般…210円
（市外の人は、別料金です。）
※�水温が低く水泳に適さない日など
は、予告なく公開を中止する場合
があります。
水泳記録会（無料）
と　き　一般公開期間中随時
対…象者　小学生以上で50ｍを泳
げる人

暮らしの情報

各種検診・教室もよおし お知らせ

　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７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。

　夏休みに、科学・技術の楽しさ
にふれてみませんか？
①光で発電！一から作る、あなた
が作る太陽電池
と　き　１回目　８月27日（土）
　　　　２回目　８月28日（日）
　両日とも午前９時30分～午後4時
対象者　中学１年生～３年生
定　員　各日10人
申…込期限　７月10日（日）
②人工衛星の役割を学んで、人工
衛星用金属の耐久性評価を体験
してみよう！
と　き　８月21日（日）
　午前9時30分～午後５時30分
対象者　中学３年生
定　員　20人
申…込期限　７月15日（金）
共通事項
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
申…込方法　①、②ともに鈴鹿工
業高等専門学校ホームページ
（ URL�https://www.suzuka.-
ct.ac.jp/）からお申し込みくださ
い。

と…　き　�７月５日～ 26日の毎週
火曜日

　　　　①午前10時～11時30分
　　　　②午後１時30分～ 3時
ところ　老人福祉関センター2階
内…　容　介護予防のための体操
や講話、レクリエーションなど

　　　　①リラックス体操等
　　　　②アクティブ体操等
対…象者　市内在住の65歳以上の
人およびその付き添いの人

参加費　無料
持…ち物など　飲み物、タオル、動
きやすい服装

申込期限　各日開催日の前日
申…込方法　社会福祉法人柊会　
華旺寿へ電話でお申し込みく
ださい。

と　き　７月20日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内…　容　介護予防のための体操
や講話、レクリエーションなど

対…象者　市内在住の65歳以上の
人およびその付き添いの人

参加費　無料
持…ち物など　飲み物、タオル、室
内履き、動きやすい服装

申込期限　７月19日（火）
申…込方法　社会福祉法人柊会　
華旺寿へ電話でお申し込みく
ださい。

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

６月23日～ 29日は
「男女共同参画週間」です
文化課人権・ダイバーシティグループ

（☎96－1224）

西野公園プール一般公開
西野公園体育館（☎82－1144）

関いきいき教室～介護予防教室～
社会福祉法人柊会　華

か

旺
お

寿
す

（☎96－3131）

加太いきいき教室～介護予防教室～
社会福祉法人柊会　華

か

旺
お

寿
す

（☎96－3131）

【鈴鹿高専】ひらめき☆
ときめきサイエンス
鈴鹿工業高等専門学校

総務企画係
（☎059－368－1717）
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暮らしの情報 本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

と　き　７月11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　母乳・お母さんの歯の健
康・産後の生活についての話、
参加者同士の交流
対…象者　市内に住所を有する妊
婦とパートナー
定　員　5人(先着順)
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
受付開始日　６月21日（火）
申…込方法　子ども未来課母子保
健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。

　誰もがデジタル化によるメリッ
トを享受できるよう、これからス
マートフォンを持とうとしている
人向けにセミナーを開催します。
と　き　７月11日（月）
　　　　午後１時～３時
ところ　本庁３階理事者控室
内…　容　スマートフォンの基本
的な利用（電源の入れ方、電話
の掛け方、カメラの使い方、イ
ンターネットの使い方、SNS
アプリの使い方など）
※�研修で使用するスマートフォ
ンは貸し出します。
対…象者　市内に住所を有する人
で、スマートフォンを持とうと
検討している人
定　員　20人（先着順）
参加費　無料

申込期限　７月４日（月）
申…込方法　DX・行革推進室へ電
話または直接お申し込みくだ
さい。
※�申し込みが少数の場合は開催
を中止することがあります。

　みえこどもの城・移動児童館に
よる工作教室を開催します。夏の
思い出づくりにご参加ください。
と　き　８月５日（金）
　　　　①午前10時30分～正午
　　　　②午後１時30分～３時
ところ　亀山児童センター２階
内　容　くるくる万華鏡づくり
対象者　小学生
定　員　各回25人
参加費　無料
申…込期間　６月21日（火）～ 30
日（木）
申…込方法　亀山児童センター（月
曜日は休館）へ申込書を提出し
てください（申込書は亀山児童
センターにあります）。
※�応募者が定員を超える場合は、
抽選により決定し、７月初旬に
郵送で結果をお知らせします。

　鈴鹿亀山地区広域連合におい
て、介護認定調査員を募集しま
す。

募集人数　２人程度
業…務内容　亀山市・鈴鹿市内での
介護認定調査および調査票の
作成・確認作業

応…募資格　次の要件をすべて満
たす人

▷�次のいずれかの資格を有すること
　�介護支援専門員、保健師、看護
師、准看護師、介護福祉士、社会
福祉士、理学療法士、作業療法
士、介護福祉士実務者研修修
了者（ヘルパー１級）、介護職員
初任者研修修了者（ヘルパー２
級）、社会福祉主事任用資格

▷�普通自動車免許（ＡＴ限定可）
を有すること

▷�パソコン操作（入力・検索など）
ができること�

任…用期間　令和4年8月1日～令
和5年3月31日

勤…務時間　午前８時30分～午後
５時15分（休憩60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　鈴鹿亀山地区広域連
合（鈴鹿市役所西館３階）

給　与　月額193,900円（予定額）
※�その他各種手当（期末手当、通
勤手当など）があり、社会保険
にも加入

応…募期間　６月21日（火）～ 7
月5日（火）必着

応…募方法　「会計年度任用職員
採用試験申込書」を鈴鹿亀山
地区広域連合総務課（〒513－
0801　鈴鹿市神戸一丁目18
－18　鈴鹿市役所西館３階）
へ持参または郵送してくださ
い。

※�申込書は、鈴鹿亀山地区広域
連合ホームページからダウン
ロードするか、鈴鹿亀山地区広
域連合総務課へ直接または郵
送で請求してください。

募　集

フルタイム会計年度任用職員
（認定調査員）の募集
鈴鹿亀山地区広域連合
介護保険課認定グループ
（☎059－369－3203）

スマホセミナー
DX・行革推進室（☎84－5032）

夏休み工作教室
亀山児童センター（☎82－9460）

妊婦教室
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）
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税務職員募集（高校卒業程度）
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）

暮らしの情報

　学校給食の調理員を募集して
います。未経験の人も、気軽にお
問い合わせください。
①給食調理員
募集人数　２人程度
勤務日数　月平均18日程度
社…会保険など　雇用保険、労災保
険、健康保険、厚生年金

②給食調理員（代替）
募集人数　２人程度
勤…務日数　月平均５日程度（休暇
職員等の代替勤務、増減あり）
社…会保険など　労災保険
共通事項
業務内容　学校給食の調理
勤…務時間　午前８時15分～午後
４時15分（7時間）
休…　日　原則として土・日曜日、
祝日、学校の休業期間中は休み
勤…務場所　市内小学校または関
学校給食センター
任…用期間　令和５年３月31日まで
（更新あり）
報　酬　時間給940円
通…勤手当　通勤距離区分に応じ
て支給
応…募期間　随時（すでに締め切っ
ている場合もありますのでお
問い合わせください。）
選考方法　書類選考、面接
応…募方法　教育委員会事務局教
育総務課保健給食グループ
（〒519－0195　本丸町577）
へ履歴書を持参または郵送し
てください。

募集人数　1人
業務内容　児童・生徒の学習支援、
保護者の対応、通信等の翻訳など

給食調理員
(会計年度任用職員)の募集
教育委員会事務局教育総務課
保健給食グループ（☎84－5073）

中学校外国語通訳
（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）

応…募資格　タガログ語、英語のい
ずれか、または両方の通訳と翻
訳ができる人
任…用期間　令和4年8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3.5時間
勤務日数　月平均10日程度
勤務場所　市内中学校
報　酬　時間給1,250円（予定）
応…募期限　6月30日（木）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7月予定）

受…験資格　次のいずれかに該当
する人
▷�令和４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５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�４日(日)
▷�第２次　10月12日(水)～ 21日
(金)のうち、いずれか指定する日
申…込期間　６月20日(月)午前９
時～ 29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。

第１回
と　き　　７月９日（土）
ところ　　県四日市庁舎
申込期限　６月29日（水）
第２回
と　き　　８月11日（木・祝）
ところ　　県庁講堂棟講堂
申込期限　８月１日（月）
第３回　
と　き　　９月１日（木）
ところ　　県津庁舎
申込期限　８月22日（月）
※�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時まで

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、農林振興課農林施設
グループ（本庁２階）にも備え
ています。

試　験

令和４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）
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