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主な内容

※�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。
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と　き　10月10日（月・祝）
▽�屋内施設　午前９時～午後９
時30分

▽ �屋外施設　午前８時30分～午
後５時30分

開放施設　

▽�西野公園（体育館、トレーニング
室、運動広場、テニスコート）

▽�東野公園（体育館、トレーニング
室、運動広場、ゲートボール場）

▽�関Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育
館、トレーニング室、プール）

▽亀山公園テニスコート

▽観音山テニスコート
※照明や器具などの使用料も無料
※�体育館は、全面を使用する種目
は利用できません。

※�屋内施設は、必要に応じて、運動
場所を指定する場合があります。

※�利用者が多い場合は、利用時間や
人数を制限することがあります。

※�利用する際は、各施設の窓口で
受付をしてください。

　10月１日～７日の公証週間に
合わせて、公証人による無料相談
会を行います。
と　き　10月１日（土）
　　　　午前10時～午後４時
と…ころ　津合同公証役場（津市丸
之内養正町７－３山田ビル１階）
相…談できる内容　遺言、相続、任
意後見、尊厳死宣言、離婚、各種
契約など
定　員　10人程度（先着順）
相談料　無料
申…込方法　津合同公証役場へ電
話でお申し込みください。

行政巡回なんでも相談会
と　き　10月6日（木）
　　　　午後１時30分～３時
と…ころ　野村地区コミュニティ
センター

亀山市の行政相談委員　
　糸井ふみ子、岩﨑吉孝、水谷和久
※事前の申し込みは不要です。
一日合同行政相談所
と　き　11月16日（水）
　午前10時～午後３時(予約制)
と…ころ　中央コミュニティセン
ター（市文化会館内）
定　員　各専門家に対し７人
　　　　(先着順)
参…加機関・委員　弁護士、元公証
人、税理士、日本年金機構津年
金事務所、津地方法務局、県、
市、行政相談委員、総務省三重
行政監視行政相談センター
受付開始日　10月３日(月)
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。
※�新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止にご協力ください。

もよおし
公証人による無料相談会

津合同公証役場
（☎059－228－9373）

「スポーツの日」
運動施設無料開放

健康政策課スポーツ推進グループ
(あいあい　☎98－5002）

ご利用ください！「行政相談」
まちづくり協働課市民協働グループ

（☎84－5008）

（行政相談のマスコット��キクーン）



　ワンコインコンサートを開催しま
す。和太鼓、二十五絃箏、篠笛の和楽
器演奏と共に、ソプラノ歌手�廣めぐ
みさんの歌声をお楽しみ下さい。
と　き　10月８日（土）
　　　　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。

暮らしの情報

かめやま劇場
地域ふれあい芸術公演事業
音綯(OTO　NAI)Vol. ５
市文化会館（☎82－7111）

凛
（和太鼓）

喜羽美帆
（二十五絃箏）

小泉なおみ
（篠笛・能管）

廣めぐみ
（ソプラノ）

奏和（和太鼓）

　体力に自信がある人、運動不足
かなと思っている人など、どなた
でも参加いただけます。
　体力テストの結果で体力年齢が
判定できるので、体力づくりや健
康維持の目安にも活用できます。
と　き　10月10日（月・祝）
　　　　午前９時30分～正午
※受付は午前９時～
ところ　西野公園体育館
内…　容　握力、立ち幅跳び、長座
体前屈、上体起こし、開眼片足
立ち、反復横とび、障害物歩行、
シャトルラン、６分間歩行
参加費　無料
※申し込みは不要です。
持…ち物など　体育館シューズ、タ
オル、飲み物、動きやすい服装

　県内に安定的な就業場所があ
る地元企業を対象とした「みえ高
校生就職ガイダンス」を開催しま
す。事業所担当者と直接懇談でき
ます。また、企業側から教諭へ懇
談リクエストも行えます。
と　き　10月18日（火）
第一部　午後１時～２時
第二部　午後２時30分～３時30分
※受付は午後０時30分～
と…ころ　四日市市文化会館展示棟
２階（四日市市安島二丁目５－３）
対…象者　令和５年３月新規高等
学校卒業予定者および教諭、３
年以内既卒者
定　員　60人程度
参…加企業　インターネット公開
可・既卒者応募可で各高校か
らの応募を可能としている高
卒求人（正社員以外の求人を除
く）を提出している事業所で、

四日市、桑名、鈴鹿公共職業安
定所管轄事業所を中心に40社
（各部20社）
申…込方法　鈴鹿公共職業安定所
職業相談部門へ電話でお申し
込みください。

　鈴鹿峠から高畑山や溝干山を目
指す登山イベントを開催します。
と　き　10月29日（土）
　　　　午前9時～午後２時頃
登山場所　高畑山（773ｍ）
集合場所　鈴鹿峠自然の家
※�都合により、変更する場合があります。
対…象者　18歳～ 75歳未満の登
山経験者で健脚の人、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(申込者多数の場
合は抽選)

参加費　無料
持…ち物　リュックサック、飲み
物、タオル、軽食など

服…　装　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。
申込期限　９月30日（金）午後５時
申…込方法　商工観光課観光・地域
ブランド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、登山経験の有無が必要
（メールの場合は、件名に「登山
イベント申込」と記入）

※申し込みは、２人までとします。
主…　催　「亀山７座トレイル」登
山道活用ネットワーク

市民体力テスト
～体力年齢を測ってみよう～
健康政策課スポーツ推進グループ
(あいあい　☎98－5002）

みえ高校生就職ガイダンス
鈴鹿公共職業安定所

職業相談部門（☎059－382－8609）

「亀山７座トレイル」
秋の高畑山へ登ろう！

商工観光課観光・地域ブランドグループ
（☎84－5074）
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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　10月30日（日）
　　　　午後１時30分～３時
※受付は午後１時～
ところ　亀山演武場
対象者　小学生以上
定　員　20人(先着順)
参加費　無料
申…込期間　９月26日（月）～ 10
月14日（金）
申…込方法　文化課まちなみ文化
財グループへ直接または電話
でお申し込みください。
※�当日は、原則として座布団に
座っての見学ですが、足の不自
由な人には椅子を用意します
ので、申し込み時にお伝えくだ
さい。

　市では、9月中旬から10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。

第10回亀山藩御流儀心形刀流
武芸形演武見学会と語り部の会
文化課まちなみ文化財グループ

（☎96－1218）

お知らせ

申…請期限　令和5年3月31日（金）
（令和4年4月1日～令和5年3
月31日受診分）

※�申請書類をお渡ししますので、
受診前に子ども未来課母子保
健グループへご連絡ください。

　結核は、結核菌によって主に肺
に炎症が起こる病気です。最初は
風邪に似た症状で始まりますが、
咳やタン、発熱（微熱）などの症状
が２週間以上続くのが特徴です。
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核
に感染すると重症になりやすく、
生命を危うくすることがありま
す。予防には、BCGの予防接種
が有効です。生後１歳未満のお子
さんは、BCGの予防接種を受け
ましょう。
　また、定期的に健診を受ける、
風邪のような症状が長く続くよ
うなら病院を受診するなど、他の
人への感染を防ぐため、早期発
見、早期治療が大切です。

　市では、妊婦一般健康診査にか
かる費用の一部を助成する補助
券（14回分）を発行しています。
　健康診査を定期的に受診し、医
師や助産師などのアドバイスを受
けて、健康管理に努めてください。
※�補助券は、母子健康手帳の交付
時にお渡しする「母子保健のし
おり」に入っています。
※�無料券ではありませんので、検
査項目以外の検査が実施され
た場合などは、実費負担となる
ことがあります。
※�市外から転入した人は、子ども
未来課母子保健グループへお
問い合わせください。
※�補助券は、県内の医療機関で使
用できます。
県外受診の費用も助成します
　市内に住所を有し、県外の医療
機関等で妊婦一般健康診査を受診
する人の費用も一部助成します。
受…診内容　県内で「妊婦一般健康
診査受診票」を利用した場合の
健診内容に相当するもの
助成回数
　県内での利用と合わせて14回
申…請期限　令和5年3月31日（金）
（令和4年4月1日～令和5年3
月31日受診分）
※�申請書類をお渡ししますので、
受診前に子ども未来課母子保
健グループへご連絡ください。

多胎妊婦健康診査の費用も助成します
　市内に住所を有し、多胎児を妊
娠している妊婦さんに対し、14
回の妊婦健康診査を超えて受診
した妊婦健康診査の費用助成を
行います。
受…診内容　「母子保健のしおり」
にある14回の妊婦健康診査を
超えて行った妊婦健康診査�（保
険適用となったものは対象外）�
助成回数　５回

高齢者実態調査
地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

結核を予防しましょう
～ 9月24日から30日は
結核予防週間です～

健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

教育長に
中原……博氏が就任しました
　新教育長として、中原博氏
（両尾町）が令和４年６月亀山
市議会定例会において議会の
任命同意を得て、令和４年９
月１日に就任しました。任期
は３年です。

妊婦一般健康診査を受けましょう
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）
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と　き　11月13日（日）（雨天中止）
　　　　午前８時30分～
と…ころ　関総合スポーツ公園多
目的グラウンド、東野公園（ソ
フトボール場、運動広場）

参…加資格　大会日時点で、市内に
在住する30歳以上の人

チ…ーム編成　原則として、自治会単
位でチームを編成し、監督を含め
20人以内。ただし、40歳以上の
人が常時３人以上出場すること。

※�自治会でチームを編成できない
場合は、近隣自治会（地域まちづ
くり協議会の範囲内）と合同で
チームを編成することも可

参加費　無料
※スポーツ保険は主催者で加入
申込期限　10月５日（水）
申…込方法　申込書に必要事項を
記入の上、健康政策課スポーツ
推進グループ（あいあい１階）
へ直接お申し込みください。

※�大会実施要項と申込書は、スポー
ツ推進グループにあります。

組み合わせ抽選会
と　き　11月４日（金）午後７時～
ところ　本庁３階大会議室

と　き　10月17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　９月20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。

と　き　10月19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、筆記用具
申…込期間　９月20日（火）～ 10
月５日（水）
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。

と　き　10月３日（月）、31日（月）
　　　　午前10時～ 11時
※�いずれか一日のみの参加になります。
ところ　あいあい２階研修室
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
受付開始日　９月22日（木）
申…込方法　健康政策課健康づく
りグループへ電話または直接
お申し込みください。

　平泳ぎまたはバタフライを基
礎から学び12.5ｍ～ 25ｍ泳ぐ
ことを目標とした教室です。水泳
を始めたいと思っている人、ぜひ
一緒に始めてみませんか？
と…　き　10月11日～11月8日の
毎週火曜日（全５回）

▷平泳ぎ…午前10時～ 11時
▷バタフライ…午前11時～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各20人（先着順）
最少催行人数　各５人
参加費　3,000円
　　　　(スポーツ保険料含む)
持…ち物など　水着、キャップ、タ
オル、ゴーグル
受付開始日時　９月22日(木)
　　　　　　　午前８時30分～
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。

妊婦教室
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

離乳食教室
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

５日間平泳ぎ・バタフライ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

募　集
亀山市壮年ソフトボール大会

参加者募集
健康政策課スポーツ推進グループ
(あいあい　☎98－5002）

各種検診・教室
あいあい運動教室

歩く筋肉を動かすためのバランス調整
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

かめやま子育て

ご利用ください!
L I N Eを

  ID 検索 ＠ 124yeshn

友だち募集中

暮らしの情報
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問合先 政策推進課政策調整グループ（☎84－5123）

第 16 回  日本武尊・白鳥伝説
三市交流事業に参加しませんか？

　亀山市は、「日本武尊・白鳥伝説ゆかりの地、御陵のあるまち」としての縁から、奈良県御所市、大阪府羽曳野
市と平成10年に都市間交流の合意書を交わし、市民主体の友好交流を図っています。
　平成30年度以来の開催となる本年度は、亀山市で３年ぶりに開催される東海道関宿街道まつりに合わせて
行います。亀山市の歴史・文化に触れながら、三市の交流事業をお楽しみください。

と　き　11月６日（日）
　　　　午前９時～午後３時
内…　容　東海道関宿街道まつりを観覧しながら関
宿ウォークラリーなど

対象者　市内在住の人�
※�中学生以下は、保護者同伴でお申し込みください。
定　員　20人
※�申込者多数の場合は抽選の上、10月11日（火）ま
でに応募者全員に結果を通知します。

参加費　無料

申込期限　10月3日（月）（当日消印有効）
申…込方法
　�ハガキまたはＥメールで住所、氏名（ふりがな)、
年齢、性別、電話番号を記入してお申し込みくだ
さい。
送付先
　政策推進課政策調整グループ「三市交流事業」係
▷ハガキ　〒519－0195　本丸町577
▷Ｅメール　 �seisaku@city.kameyama.mie.jp
※件名に「三市交流事業参加申込」と記入

令和４年９月30日（金）までに
マイナンバーカードを新規申請された人が

の対象です最大20,000円分のマイナポイント
　マイナポイントとは、マイナン
バーカードを取得した人に、キャッ
シュレス決済（交通系ICカード、〇〇
pay等）事業者を通じて、国が付与す
るポイントです。
　受け取ったポイントは、自身が選
択したキャッシュレス決済サービス
のポイントとして買い物などに使う
ことができます。

※マイナポイント事業について詳しくは、
　総務省ホームページをご覧ください。 マイナポイント 検索

①

最大5,000円分

最大
20,000円分7,500円分 7,500円分

③②
マイナンバー
カードの

新規取得等で + + ＝
健康保険証としての
利用申し込みで

※�既に利用申し込みを行っ
た人も対象です。

※�既に登録を行った人も対
象です。

公金受取口座の
登録で

お急ぎ　
ください

暮らしの情報 本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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市民参画協働事業推進補助金  公開プレゼンテーション

　令和５年度の市民参画協働事業推進補助金を受けようとする
市民活動団体による一般公開のプレゼンテーションを行います。

問合先　まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

団体名 種類 活動目的

野草・薬草の会 スタートアップ
補助金 野草・薬草を知り、生活の中に生かし健康的な生活を推進していく。

UD夢ネット
亀山

スタートアップ
補助金

ユニバーサルデザイン（UD)の周知と普及
公共施設、公共交通、市民参加のイベントのUD化

地球を守ろう
東海亀山支部

スタートアップ
補助金

環境問題をより身近に感じてもらい、一人ひとりが環境への取り組
みをスタートしていけるようなきっかけ作りを行うこと。

市民活動や地域の課題解決に取り組ま
れている人など、活動の参考として、ぜ
ひお越しください！
インターネット配信も
行います。と　き　10月16日（日）　午前９時～

ところ　市民協働センター「みらい」１階　多目的ホール
定　員　10人　　　　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またはEメー
ル（ �kyodo@city.kameyama.mie.jp）でお申し込みください。

申込期限　10月14日（金）
　　　　　午後5時15分

　制度に登録することで、地域まちづくり協議会や市民の皆さんから受け取った応援券により市から「応援
交付金」が交付され、活動資金としてご活用いただけます。

　　　　　　�市民による自主的かつ営利を目的としない社会貢献的な活動を行う団体で、次の要件をすべて
満たす市民活動団体

　　　　　　10月３日（月）～ 31日（月）
※�申請を受け付け後、審査検証委員会の審査を経
て登録を決定します。

※�申請方法など詳しくは、まちづくり協働課市民
協働グループへお問い合わせください。

団体登録説明会を開催します
と　き　①９月20日（火）午前10時～
　　　　②９月28日（水）午後７時～
ところ　市民協働センター「みらい」
※�新規の市民活動団体は、いずれかにご参加ください。

応募要件

申請期間

令和５年度市民活動応援制度  登録希望団体を募集します
問合先　まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

▷�市内に事務所（代表者の自宅でも可）を有し、市内
で活動していること
▷市内に住所を有する者３人以上で構成していること
▷規約または会則等を有していること
▷�令和５年４月1日時点で、２年以上継続的に活動
を行った実績を有し、今後も市内で活動を行う予
定があること
▷�市民を主たる対象とする活動を行っていること
（特別の理由がない限り、市内全域で事業または
サービスの提供ができる団体であること）

▷�専ら団体の構成員のみを対象としない活動をし
ていること（自分たちだけの活動ではなく、事業
またはサービスの提供ができる団体であること）
▷公序良俗に反する活動をしていないこと
▷法令に違反する活動をしていないこと
▷宗教活動または政治活動をしていないこと
▷�応援交付金の交付を受けようとする年度（令和６
年度）に市の補助金等や亀山市社会福祉協議会の
助成金等の交付を受けていないこと、または受け
る予定がないこと

暮らしの情報
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※�午前６時から深夜０時まで、
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。

　コミュニティ助成事業とは、（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な
備品や集会施設の整備などに対して助成を行うものです（この助成制度は市が実施するものではありません）。

助成事業および対象　令和５年４月１日～令和６年３月31日までに実施し、完了する次の事業を助成します。

問合先 まちづくり協働課地域まちづくりグループ（☎84－5007）

助成事業 対象
一般コミュニティ
助成事業

コミュニティ活動に直接必要な設備など（建築物、消耗
品を除く）の整備に関する事業

市が認めるコミュニティ組織
（自治会を含む）

コミュニティセンター
助成事業

集会施設の建設または大規模修繕、およびその施設に
必要な備品の整備に関する事業

市が認めるコミュニティ組織
（自治会を含む）

地域防災組織育成
助成事業

地域の防災活動に直接必要な設備など（建築物、消耗品
を除く）の整備に関する事業 市が認める自主防災組織

青少年健全育成
助成事業

スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に関
する事業およびその他コミュニティ活動のイベントに
関する事業など、主に親子で参加するソフト事業

市が認めるコミュニティ組織
（自治会を含む）

地域づくり助成事業 地域の活性化に資するため、地域資源の活用や広域的
な連携を目的として実施する特色あるソフト事業 実行委員会等

地域国際化推進
助成事業

地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の
団体の模範となるソフト事業

市が認めるコミュニティ国際
交流組織

助成条件：次のすべてを満たしていること
▷宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できる事業
▷国の補助金を受けていない事業
▷�原則として、短期間に消費もしくは破損するよう
な施設または設備などの整備でない事業

申請書等提出期限　９月30日（金）（必着）
※�申請方法など詳しくは、（一財）自治総合センター
ホームページ（URL https://www.jichi-sogo.jp/）を
ご覧いただくか、地域まちづくりグループへお問
い合わせください。

令和５年度コミュニティ助成事業の募集について

暮らしの情報 本　庁　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

行政からのお知らせや地域のイベント情報などを放送！

❶❷

ご覧ください！
行政情報番組

「マイタウンかめやま」

９月16日（金）～ 22日（木）
●ウイークリーかめやま
●かめやま情報ＢＯＸ
　「�亀山プレミアム付デジタ
ル商品券『TAKERU』『た
ちばな』」

●エンドコーナー
　「昼生保育園②」
９月23日（金・祝）～29日（木）
(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(7月～９月分)

放送時間　午前６時～深夜０時（30分番組を繰り返し放送）
番組更新日　毎週金曜日
チャンネル番号　123ch（ZTVコミュニティチャンネル）
番組の視聴方法…～テレビのリモコン操作方法～
❶「12」のボタンを押す
❷「選局ボタン」を１つ進める
※�選局番号（3桁入力）を「123」に合わせる、また
は電子番組表から選択しても番組を視聴できます。
（テレビの機種によって対応していない場合あり）

視聴はケーブルテレビへの加入が必要です。
広報秘書課広報グループ（☎84－5021）では、放送を録画したDVDの貸出も行っています。
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共生共生 文化課　人権・ダイバーシティグループ
（☎96－1224）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 男女共同参画 多文化共生

「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」が制定されました

　条例では、差別に関する相談を受け
た場合には、県と市町が連携して、調査

や助言を行うことが定められています。
　皆さんの周りに、または自身が、不当な差別を受け
ていたり一人で悩みを抱え込んでいたりすることは
ありませんか？
　市では、さまざまな相談窓口を設置しています。人
権に関すること、お子さんのこと、高齢者や障がい者
に関することなどの相談窓口があります。詳しくは、
市ホームページおよび広報かめやまをご覧ください。
　また、法務省も人権相談等の相談窓口
（URLhttps://www.moj.go.jp/JINKEN/
index_soudan.html）を開設していま
す。お気軽にご相談ください。

「不当な差別をはじめとする人権問題」って？
　例えば、次のような人権問題が挙げられます。
○いじめや児童虐待などの子どもの人権
○�賃金や管理職登用における男女間の格差、配
偶者からの暴力などの女性の人権
○�障がいや外国人を理由とする差別、ヘイトス
ピーチ
○高齢者への虐待
○同和問題（部落差別）
○インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害
○災害時の避難所でのプライバシーや風評被害
○新型コロナウイルス等の感染症に対する偏見
○�性的マイノリティに対する無関心や誤った認
識による偏見や差別

　三重県は、令和４年５月19日に、不当な差別をはじめとする人権問題の解消に向けて「差別を解消し、人権
が尊重される三重をつくる条例」を公布・施行しました。
　「人権が尊重される社会」は、すべての人に公平な機会と自立した生活が保障され、さまざまな文化や多様
性を認め合い、個人が尊重される共生社会です。差別やいじめ、人権問題は、「誰か」の問題ではなく、私たち自
身の問題です。人権について正しく理解し、相手の気持ちを考えて行動しましょう。

困ったときの相談窓口

暮らしの情報

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

　養育費に関する電話相談会を開催
します。養育費でお悩みの人、ぜひご
相談ください。秘密は厳守します。
と　き　９月25日（日）
　　　　午前10時～午後４時
相談日当日の専用ダイヤル
☎0120－567－301

全国一斉 司法書士による
手続支援のための養育費相談会

相談料　無料
※事前の申し込みは不要
問合先　三重県青年司法書士協議会
　(水谷　☎059－364－3631)

　足場の組み立て作業の指揮監督
者を養成するための技能講習を開
催します。
と　き　10月22日（土)、23日（日）
　1日目：午前８時～午後４時30分
　2日目：午前８時～午後４時10分
※２日間の受講が必要です。

ところ　亀山建労会館２階
　　　　（栄町1488－69）
対…象者　18歳以上で、足場の組み
立てや解体などの作業に３年以
上従事した人
※�平成29年7月以降の経験は、特
別教育の受講確認が必要です。
定　員　30人（先着順）
受講料　9,500円（テキスト代含む）
申込期限　�10月７日（金）
申…込方法　三重建設安全センター
へ電話または直接お申し込みく
ださい。
問…合先　三重建設安全センター
（三重県建設労働組合亀山支部内�
☎83－2500）

足場の組立て等作業主任者技能講習
受講者の募集

8 広報かめやま　令和4年9月16日号



新型コロナウイルスワクチン接種（1・2・3回目）が
まだお済みでない皆さんへ

　市では、新型コロナウイルスワクチン接種の促進を図ることを目的として、現行ワクチンの1つである「武田社ワ
クチン（ノババックス）」の接種を希望する人を対象に、市立医療センターにおいて、当該ワクチン接種を実施します。
　ファイザー社ワクチンやモデルナ社ワクチンの含有成分（ポリエチレングリコール）に対するアレルギー等によ
り、これまで接種を控えていた人は、この機会にワクチン接種（1・2・3回目）をご検討ください。

▪接種日時
  9月22日（木）、29日（木）　両日とも午後１時～２時30分

▪接種対象者
　１回目接種を希望される人
　亀山市が発行した接種券をお持ちの人で、新型コロナウイルスワクチンが未接種の16歳以上の人
　※�上記接種日時で１回目接種を受けた人の２回目の接種日は、それぞれの接種日時から３週間後の日時となる
予定です。＜例＞�9月22日（木）→�10月13日（木）、9月29日（木）→�10月20日（木）

　２回目接種を希望される人
　�亀山市が発行した接種券をお持ちの人で、他の新型コロナウイルスワクチンを１回接種済みで、1回目接種の
完了から4週間以上経過しており、アレルギー等により他の新型コロナウイルスワクチンの２回目が未接種の
16歳以上の人

　３回目接種を希望される人
　�亀山市が発行した接種券一体型予診票をお持ちの人で、他の新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みで、2
回目接種の完了から6カ月以上が経過した18歳以上の人

▪接種場所
　市立医療センター

▪使用するワクチン
　武田社ワクチン（ノババックス）　※�国内製造ワクチン

▪注意事項
　◎武田社ワクチン（ノババックス）は、オミクロン株に対応した新ワクチンではありません。
　◎�武田社ワクチン（ノババックス）の接種であっても、アレルギー等が発生する可能性がありますのでご留意
ください。

　◎�4回目の追加接種として武田社ワクチン（ノババックス）を接種することはできません（すでに3回目までワ
クチン接種をお済みの人は、接種することはできません）。

　◎現時点で、新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は令和4年9月30日までです。
　　�現在、国において、実施期間を延長する方向で調整が進められています。今後、法令等の改正により実施期間

が延長された場合は、1回目接種をお済みの人に対して、改めて2回目接種日をご連絡します。

問合先　新型コロナウイルスワクチン接種室（あいあい　☎98－5565）

予…約方法　予約時に注意事項の説明があ
るため、インターネット予約ができませ
ん。お手数ですが、予約専用ダイヤルにて
予約してください。

電話予約【予約専用ダイヤル】……  0120－946－301予約開始日　9月17日（土）

月～金曜日
午前9時～午後7時

土・日曜日、祝日
午前9時～午後5時

【受付時間】

暮らしの情報
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令和５年度
市立幼稚園・保育所・認定こども園等

入所申込受付のご案内
　市立幼稚園・保育所・認定こども園・小規模保育事業所に入所するためには、「教育・保育給付認定」を受けてい
ただく必要があります。子どもの年齢や保護者の就労状況に応じて下表の3つの認定区分に分けられ、認定区分
ごとに利用できる施設が異なります。

申込資格　市内に住所を有し、次の期間に生まれた幼児
　※入園希望日までに市内に住所を異動する予定の場合も申し込みできます（確約書が必要）。
▷３歳児クラス（平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ）
▷４歳児クラス（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）
▷５歳児クラス（平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ）
願…書等交付　10月3日（月）から（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）総合保健福祉センター
「あいあい」（9番窓口）または関支所（地域サービス室）でお渡しします。
　※市ホームページからもダウンロード可
願…書等受付　11月1日（火）～ 10日（木）まで（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）に、「あいあ
い」（9番窓口）または関支所（地域サービス室）へ提出してください。
教育時間　午前８時30分～午後２時（土・日曜日、祝日を除く）
　※水曜日は午前11時30分まで
　※３歳児クラスは、年度当初の教育時間が上記の時間と異なります。
その他
▷複数の園への申し込みはできません。
▷申込人数が募集人数を超えた場合は、11月20日（日）に抽選を行います。
▷募集人数に満たない場合は、二次募集を行います。

※区分①保育標準時間（フルタイム就労等を想定した利用時間）　１日最長11時間の保育
　　　②保育短時間（パートタイム就労等を想定した利用時間）　１日最長８時間の保育

認定区分 入所希望のお子さん 利用施設

１号認定
満３歳以上

保育を必要としない場合 ・幼稚園
・認定こども園

２号認定 保護者の就労などで、保育を必要とする場合
※保育の必要量によって
①保育標準時間と②保育短時間に区分

・保育所
・認定こども園

３号認定 満３歳未満
・保育所
・認定こども園
・小規模保育事業所

市立幼稚園の申し込みについて
※私立幼稚園は、園へ直接お申し込みください。

※募集予定人数は、令和4年7月1日現在の在園児数による。

園　名
（市内公立幼稚園） 所　在　地 電話番号

募集予定人数（カッコ内は定員）
3歳児（3年保育） 4歳児（2年保育） 5歳児（1年保育）

亀山幼稚園 江ヶ室一丁目２番10号 82－0336 25人(25人) 25人（35人） 25人（35人）
亀山東幼稚園 本町一丁目９番17号 82－5037 25人(25人) 15人（35人） 15人（35人）
井田川幼稚園 みどり町53番地１ 82－9054 25人(25人) 21人（35人） 17人（35人）
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900 25人(25人) 24人（35人） 26人（35人）

市立幼稚園一覧
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問合先 子ども未来課子ども総務グループ
（あいあい　☎84－3315）

申…込資格　市内に住所を有する、次の期間に生まれた（出産
予定含む）就学前の保育が必要な乳幼児
　※�入所希望日までに、市内に住所を異動する予定の場合
も申し込みできます（確約書が必要）。

▷０歳児クラス（令和4年4月2日生まれ～）
　※�満6カ月を迎えた月の翌月の初日以降に利用可能とな
ります（出産前に申し込み可）。

▷１歳児クラス（令和3年4月2日～令和4年4月1日生まれ）
▷２歳児クラス（令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ）
▷３歳児クラス（平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ）
▷４歳児クラス（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）
▷５歳児クラス（平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれ）
申…込書等交付　10月3日（月）から（土・日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）総合保健福祉センター
「あいあい」（9番窓口）または関支所（地域サービス室）でお渡しします。
　※市ホームページからもダウンロード可
申…込書等受付　10月14日（金）～ 28日（金）（土・日曜日を除く午前8時30分～午後5時15分）「あいあい」（9番
窓口）または関支所（地域サービス室）へ申込書等に必要書類を添えて提出してください。
　※�申込書については、郵送でも受付できます（締切日必着）。ただし、締切日時点で不備がある場合は、受理でき
ませんのでご注意ください。

　※認印をご持参ください。
その他
▷入所の決定は受付順ではありません。
▷利用者負担額（保育料）は、市町村民税の所得割額を基に算定します。
　詳しくは、市ホームページ掲載の利用案内をご確認ください。
▷�令和４年１月２日以降に亀山市に転入または転入予定の人は、令和４年１月１日時点の住
民登録地の役所・役場が交付する所得課税証明書を申込書等に添えてください。

保育所・認定こども園・小規模保育事業所の申し込みについて
※�私立・市立園ともに市へお申し込みください（私立認定こども園の幼稚園部への申し込みは、直接園へお申し込みください）。

保育所等一覧

施設 認定区分 クラス

保育所 2・3号認定 0歳児～ 5歳児

認定こども園
1号認定 3歳児～ 5歳児

2・3号認定 0歳児～ 5歳児

小規模保育事業所 3号認定 0歳児～ 2歳児

施設名 所在地 電話番号

市
立

第一愛護園 南崎町751番地 82－0350
第二愛護園 本町四丁目8番25号 82－0944
みなみ保育園 天神三丁目2番33号 82－0524
神辺保育園 太岡寺町1259番地2 82－5807
昼生保育園 中庄町695番地3 82－1001
和田保育園 和田町1488番地168 82－5883
川崎南保育園 長明寺町250番地2 82－8836
加太保育園 加太板屋4620番地 98－0134

私
立

第三愛護園 南野町9番1号 82－0782
川崎愛児園 川崎町4928番地 85－8018
野登ルンビニ園 両尾町2193番地 85－8030
なのはな保育園 川合町1209番地 97－3624

＜保育所＞

※�認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特長を併
せ持ち、３歳児以上は保護者の就労状況に関わりな
く利用できる、教育・保育を一体的に行う施設です。

施設名 所在地 電話番号
（市立）関認定
こども園アスレ 関町木崎786番地 96－0181

（私立）幼保連携型
認定こども園
亀山愛児園

東町一丁目10番16号1 83－1523

＜認定こども園＞

※�小規模保育事業とは、0～ 2歳児クラスのお子さんを
対象に定員19人以下の小規模な環境で行う保育です。
　�保育内容（給食の提供、保育時間、利用者負担額（保
育料））などは、認可保育所に準じています。

施設名 所在地 電話番号
（私立）
ちびっこかめやま園 栄町1413番地11 82－6464

（私立）
かめ愛こどもの家 東町一丁目6番27号 83－1523

＜小規模保育事業所＞

保育所等利用者
負担額（保育料）
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令和４年 犯罪発生状況
7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
89件（－48件）

江ヶ室交番 関交番 昼生駐在所 川崎駐在所 野登駐在所
34件（－53件） 33件（+9件） 6件（+2件） 12件（－4件） 4件（－2件）

※（　）内は昨年同期比の増減数

月月1010

●西野公園体育館  （☎82－1144） ●東野公園体育館  （☎83－1888）

個人使用デー　10月17日（月）～ 21日（金）個人使用デー　10月24日（月）～ 28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。

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

＜施設利用時間＞

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

午前 ��9:00 ～ 12:30（12:00）
午後 13:00 ～ 17:30（17:00）
夜間 18:00 ～ 21:30

＜施設利用料金＞

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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。

県内初、インターネットバンキングによる詐欺被害が発生しました

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

＜詐欺の手口＞
①�市職員を装った犯人グループから「還付金がある」と電話があり、「住所・氏名・生年月日・口座
番号・暗証番号」などインターネットバンキング口座の開設に必要な情報を聞き出される

②�犯人は聞き出した情報から被害者口座に連動するインターネットバンキング口座を開設する

③�不正に作成した被害者名義のインターネットバンキング口座から犯人側の口座へ送金し、被害者は
約80万円をだまし取られる

＜被害に遭わないために＞
・公的機関が電話で口座番号や暗証番号を聞くことは絶対ありません
・電話で個人情報や口座情報は教えない
・おかしいと思ったら、電話を切って金融機関、市役所、警察に相談する
・詐欺電話を予防するため在宅時の留守番電話設定や自動通話録音警告機を取り付ける

西野公園体育館 東野公園体育館 関B&G海洋センター
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各種相談

広報ガイド 10月

子ども未来課母子保健グループ　☎98－5003
育児相談
５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
27日（木）　あいあい
※令和3年3月の出生児対象。受付時間は個人通知します。
３歳児健診
20日（木）　あいあい
※平成31年4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

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）
12日（水）　11：00～11：30
マミーズおはなしボックス　21日(金)　11：00～11：30
おりがみだいすき　24日(月)　11：00～11：30
※�対象でない人の施設利用は、9:00～11:00、13:30～16:00

関子育て支援センター「あすれっこ」 ☎96－0203
ひまわりママとあそぼう（運動あそび等）
６日（木）　11：00～11：30
ぽっぽくらぶ（手遊び、リズム遊び等）
12日（水）　11：00～11：30
※�対象でない人の施設利用は、9:00～11:00、13:30～16:00

「あいあいっこ」「あすれっこ」共通内容  
※9月22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15組
　「あすれっこ」各開催日先着10組
※開催日当日の受付は、開催時間から開始

野登ルンビニ園支援センター「のんの」 ☎85－8030
ベビーマッサージ講座（先着７組）
３日（月）　10：00～10：30
※電話または来館しての申込が必要。
※飲み物、バスタオルを持参してください。
遊ぼうデー「あきのおさんぽ」（先着７組）
５日（水）　10：00～11：00
※電話または来館しての申込が必要。
※飲み物、帽子を持参してください。
茶道講座（先着５組）　11日（火）　10：00～11：30
※来館しての申込が必要。託児あり。
リトミック（先着10組）
13日（木）、20日（木）、27日（木）　10：30～11：00
※電話または来館しての申込が必要。
親子フラワーアレンジメント講座（先着７組）
26日（水）　10：00～10：30
※来館しての申込が必要。

亀山愛児園「コスモス倶楽部」 ☎090－1566－1523
絵本を読もう　５日（水）　11：30～11：45
園開放（消防車見学）　18日（火）　10：00～11：00
※天候不順の場合は実施の有無をお問い合わせください。
コスモス倶楽部運動会　19日（水）　10：30～11：30
※７日申込締切
※飲み物を持参してください。
10月生まれのお友だちお誕生日会・身体測定
26日(水)　10：30～
※どなたでも参加できます。
※10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）
４日（火）　10：00～11：00
楽器であそぼう　11日（火）　10：00～11：00
できるかな、やってみよう（季節活動編）
18日（火）　10：00～11：00
リトミックを楽しもう　25日（火）　10：30～11：00
※お茶、タオル、着替えなどを持参してください。

人権相談
人権擁護委員による相談

７日（金） 13:00～15:00
本庁1階市民対話室

☎96－1224

17日（月） 13:00～15:00
西庁舎1階第4会議室

☎96－1224

27日（木） 13:00～15:00 関支所1階応接室1
☎96－1224

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

11日（火） 13:00～15:00
本庁1階市民対話室

☎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）

17日（月） 13:30～15:50
本庁1階市民対話室

☎84－5008

28日（金） 13:00～16:30
本庁1階市民対話室

☎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10/18まで受付）
※申込者がいない場合は開設しません。

19日（水） 13:30～15:30
西庁舎3階第8会議室

　☎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） 

14日（金）
28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）

14日（金）
28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(10/27正午
まで受付)
※申込者がいない場合は開設しません。

28日（金） 10:00～12:00
あいあい1階相談室1

☎82－7985�

子ども医療相談
児童精神科医による相談

27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

３日（月）
17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

無料住宅相談
（偶数月相談）

増改築相談員による相談

20日（木） 13:00～16:00
関支所1階談話室

☎84－5038

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

10:00～17:00
電話相談は　
9:00～12:00
13:00～17:00

鈴鹿亀山消費生活センター
☎059－375－7611

※当日の電話相談可
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◆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。

みえ子ども医療ダイヤル

♯8000 または
☎059－232－9955
（受付 ： 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。

三重県救急医療情報センター

●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１時～７時）

◎月・水・木・金・土曜日

「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。

医療ネットみえ
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。

☎059－229－1199
（受付 ： 終日）

急な子どもの病気の電話相談

亀山市立医療センター
〒519－0163  亀田町466番地1
電話 83－0990　FAX 83－0306

医療機関の照会

医療ネットみえ 検 索

●夜間時間外応急診療（日曜日・祝日を除く）　【診療時間】 午後７時30分～10時（受付：午後７時～９時30分）
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。

※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。

一次救急当番医 月10
問合先 ☎82－1111（市役所代表）

◎火曜日
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
〒519－0171  アイリス町14番地7
電話 84－3536　FAX 84－3537

三井耳鼻咽喉科
後藤眼科クリニック
川口整形外科
落合小児科医院
市立医療センター
なかむら小児科

2日
9日
10日
16日
23日
30日

（日）
（日）
（祝）
（日）
（日）
（日）

日 医療機関名
栄町1499番地３
北町９番地３
野村四丁目4番19号
東台町１番地17
亀田町466番地1
長明寺町304番地

所在地
82－4133
84－1800
82－8721
82－0121
83－0990
84－0010

☎
☎
☎
☎
☎
☎

電話番号

10
月


