
と　き　２月５日（日）午後2時30分キックオフ
ところ　三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場
申込期間　1月5日（木）正午～27日（金）正午
申 込方法　二次元コードまたは、次のURLからお申し込みください。
URL�https://piagettii.s2.e-get.jp/HondaHEAT/pt/
申し込み時に次のID、パスワードを入力してください。
　ID：kameyama　　パスワード：heatrugby

　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階研修室
問…合先　地域福祉課高齢者支援
グループ（☎84－3312）
はなカフェ
と　き　1月20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）

　地域の皆さんとの交流を目的に、
もちつきイベントを開催します。
と　き　1月21日（土）
　　　　午前10時～
※�雨天などの場合は翌22日（日）
同時刻からに順延

ところ　「道の駅」関宿
内…　容　もちつき体験・振る舞い餅
（お一人様2個）
※お餅がなくなり次第終了
参加費　無料
申…込方法　当日、会場でお申し込
みください。

と　き　１月19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、交流、
情報交換、相談ができる場です。
対…象者　認知症の人やその家族、
地域住民など
参加費　無料
※認知症に関する個別相談も実施
元気丸カフェ
と　き　１月24日（火）

と　き　１月8日（日）
　　　　午前10時～11時30分
　※雨天時は中止します。
ところ　亀山消防署北東分署
内…　容　消防団員表彰等の式典
のほか、式外行事では消防職員
によるはしご乗りや、消防団員に
よる小型ポンプ操法、消防職団
員による一斉放水を実施します。

　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）。

もよおし

カナリア（認知症）カフェ
地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）

「道の駅」関宿もちつきイベント
「道の駅」関宿（☎97－8200）

消防出初式
消防本部消防総務課

消防救急グループ（☎82－9496）

NTTジャパンラグビー リーグワン2022－23
三重ホンダヒート「亀山市民応援DAY」三重ホンダヒート「亀山市民応援DAY」

三重ホンダヒート VS 豊田自動織機シャトルズ愛知

問合先 健康政策課スポーツ推進グループ（あいあい☎98－5002）
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　三重ホンダヒートと市の連携により、次の試合に市内在住・在勤・在学（在園）またはその家族の皆さん
3,000人（先着順）を無料招待します！この機会にトップレベルのエキサイティングな試合を観戦しませんか?
　また、当日は亀山みそ焼きうどんの出店なども予定しています。

　本田技研工業株式会社鈴鹿製作
所のラグビーチームで、三重県をホ
ストタウンとして、国内最高峰のラ
グビーリーグ「リーグワン」で活躍し
ているチームです。

三重ホンダヒート



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

を開催します。
と　き　2月11日（土・祝）
　　　　午前9時～正午
ところ　観音山公園SL前広場等
※雨天時は本庁３階理事者控室
内…　容　簡単なロープの取り扱
いや救助方法など

対…象者　実際に登山している人
やリーダーの人

定　員　10人
　（申込者多数の場合は抽選）
参加費　無料
持…ち物　筆記用具、手袋、スリン
グ・カラビナ（持っている人）

申込期限　1月13日（金）
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、電話番号が必要
（メールの場合は、件名に「登
山イベント申込」と記入）
主…　催　「亀山7座トレイル」登山
道活用ネットワーク

　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4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

　「福祉の職場」や「福祉で働く魅
力」を知っていただくために、「福祉
の就職ガイダンス」を開催します。
高齢、障がい、児童養護、保育所、社
会福祉協議会の各分野の現場で働
く職員から生の声をお届けします。
と…　き　１月21日（土）
　　　　午後１時30分～３時40分
対…象者　福祉の職場に就職希望、
または関心のある人

開…催方法　インターネット上で
Zoomアプリを使用して行います。
申…込方法
　�申込フォーム（URL�https://forms.
gle/rm1kbLvj1RcXegqJA）から、
必要事項を入力して

　お申し込みください。
申込期限　１月15日（日）

　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３日（金）
　　　　午前10時～11時30分
　　　　午後１時～４時
ところ　本庁（職員会館）
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。

　登山者の皆さんのより安全な
登山のために、ロープやスリング
を使ったロープレスキュー講習

報を基に認定する等級の方が重
度である人

※�令和4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、地域福祉課高齢者支援グ
ループへお問い合わせください。

問合先　
▷�認定について…地域福祉課高齢
者支援グループ（☎84－3312）

▷�所得税について…鈴鹿税務署
（☎059－382－0353）
▷�市・県民税について…税務課市
民税グループ（☎84－5011）

　令和５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、お子さんの就学に関
する費用を一部援助します。
対…象者　市内の小・中学校に令和５
年４月入学予定の子どもの保護
者、また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10日（火）～31日（火）
※�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。

　令和４年度に事業着手した鈴鹿
亀山道路の事業概要などについ
て、地域住民の皆さんを対象にし
た説明会を開催します。
と　き　２月１日（水）午後７時～
と…ころ　中央コミュニティセンター
（市文化会館内）
問合先　三重県鈴鹿建設事務所
　（☎059－382－6023）
　�https://www.pref.mie.lg.jp/
ZKENSET/HP/suzukame.htm

鈴鹿亀山道路に関する事業説明会
土木課道路整備グループ
（☎84－5042）

所得税、市・県民税の
障害者控除対象者認定書の交付
地域福祉課高齢者支援グループ
（あいあい　☎84－3312）

「亀山７座トレイル」
ロープレスキュー講習会
商工観光課観光・地域ブランドグ

ループ（☎84－5074）

お知らせ

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
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

福祉の就職ガイダンス
(福)三重県社会福祉協議会三重県
福祉人材センター（☎059－227
－5160、FAX059－222－0170）

申込フォーム
二次元コード
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▷ファクス110番
　（FAX�059－229－0110）
▷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500
円のキャッシュバック（上限額は
2,500円）を行います。
と…　き　１月17日～３月28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
※祝日を除く
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　各部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

受…付開始日時　１月６日（金）
　　　　　　　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。

と　き　1月26日(木)
　　　　午後1時30分～3時
と…ころ　亀山市シルバー人材セ
ンター3階会議室
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・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。

●…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110番に寄せられると、事件事
故などの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

　電話では、落ち着いて、何が、い
つ、どこであったのか、けがはない
かなどを話してください。
　スマートフォンや携帯電話から
の通報は、必ず立ち止まってから
通話してください。
　登山で道に迷った時や周囲に目
標物がない場所からの通報は、事
前にアプリなどを使用し、現在の緯
度・経度の情報を得ておくと、今い
る場所の特定がしやすくなります。
●…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
トでも受け付けています

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）

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）

問合先……地域福祉課高齢者支援グループ（あいあい　☎84－3312）

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27日（金）

あいあい�2階研修室
安全の里 軽体操、ジャンケンゲーム等のレクリエーション

1月30日（月） 野村きぼう苑 いつでもどこでも一人でできるセラバンド体操
2月 2日（木） あいあい�1階集団指導室 安全の里 軽体操、ジャンケンゲーム等のレクリエーション
2月 7日（火）

あいあい�2階研修室 老人保健施設 自宅でもできる介護予防
2月10日（金）

2月15日（水） 老人福祉関センター
2階大集会室 野村きぼう苑 いつでもどこでも一人でできるセラバンド体操

時　間　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
持ち物など　飲み物、室内履き、動きやすい服装
定　員　各日 10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　�地域福祉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。

出張介護予防教室の参加者募集 参加費 無料
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　「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　１月31日（火）
　　　　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11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　２月15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

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

助産師による授乳相談
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）

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　１月16日（月）～
　　　　　２月１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。

　自身の健康管理のため、運動を
始めたい人へのきっかけづくり
の教室です。
と　き　２月17日（金）、22日（水）
　　　　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　１月13日（金）
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。

と　き　２月20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　沐浴（もくよく）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
婦とパートナー

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、沐浴布または手ぬぐい１枚、
ビニール袋（ぬれた沐浴布や手ぬ
ぐいを入れるため）、筆記用具
受付開始日　1月27日（金）
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。

※�申込時の簡単な質問にご協力
ください。

パパ･ママ教室
パパになる準備できていますか?
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

あいあい運動教室
ストレッチ＆体幹トレーニング
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

と　き　1月28日（土）午前10時30分～11時30分
　　　　（受付：午前10時～）
ところ　総合保健福祉センター「あいあい」
内　容　・人形劇『おむすびころりん』
　　　　・お手玉やいろいろなけん玉の遊び方の紹介
対象者　市内在住の0歳～就学前のお子さんとその保護者
出　演　さんさん劇場
定　員　50人（先着順）

　和楽器の生演奏に合わせて行う昔話を題材とした「人形劇」と伝承遊び「お手玉・
けん玉あそび」を開催します。親子で一緒に楽しみませんか？

参加費　無料
受付期間　1月10日（火）～19日（木）
※受付時間は午前９時～午後４時
申…込方法　亀山子育て支援センター「あいあいっこ」
へ電話または直接お申し込みください。

※当日の施設一般利用は、午後1時30分～4時です。

「人形劇」と「お手玉・けん玉あそび」

申込・問合先……亀山子育て支援センター（あいあい　☎84－3314）
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任…　期　令和5年4月1日～令和6
年3月31日
活…動内容　アンケート調査への回
答、国有林野の管理経営につい
ての意見・要望の提出、モニター
会議への出席（希望者の中から
若干名の選定あり）
対…象者　県内に在住で、森林・林業
および国有林に関心のある成人

※�ただし、国会および地方議会の
議員、地方公共団体の長、常勤の

国家公務員、令和２年度から令和
４年度まで３年間連続して国有林
モニターを務められた人を除く。
応募期限　1月31日（火）
※�応募方法など詳しくは、近畿中
国森林管理局ホームページを
ご覧ください（「近
畿中国森林管理局
国有林モニター」
で検索）。

　国有林の事業運営等について、
国民の皆さんの理解を深めると
ともに、意見や要望をお聞きして
国有林野行政に反映させるため、
「国有林モニター」を募集します。

募　集
令和５年度国有林モニターの募集
近畿中国森林管理局総務企画部�
企画調整課林政推進係
（☎06－6881－3412）
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歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だよ歴史博物館だより（り（１１月）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＞
歴史ひろば「～指定文化財紹介～　中世文書を読み
解く」
　と　き　１月４日（水）～29日（日）
　内…　容　当館では、寄託資料をはじめとする指定

文化財の中世文書を収蔵しています。これらの
中世文書から見えてくる中世の地域の様子、ま
た近世文書とは異なる文書の様式など、中世文
書の特徴をお楽しみください。

企画展示観覧料　無料

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

関おはなし会
１月11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18日（水）午後３時～
関文化交流センター

〈関図書室〉
開室時間　午前９時～午後４時30分
休室日 １月４日（水）、１０日（火）、１６日（月）、23日（月）、２５日（水）～30日（月）

※25日～30日は新図書館開館準備等のための臨時休室
貸…出方法の変更
　１月5日（木）から、カウンターに備え付けの貸出票に図書貸出券の番号や本のタイ
トルなどを記入していただく方法に変わります。

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月１日（日・祝）～３日（火）（年末年始）
　URL�http://kameyamarekihaku.jp 検索�亀山市歴史博物館

作品名 著者
水の旅　令和４年度 冬柴　純
ななめヒマワリ すなる
やさいのうんどうかい 真弓　結希
ふわふわの猫 修業中のお坊さん
あしたのでんわ 青木　孝子
キャロちゃん 山中　咲空

「ちいさなお話」入選作品表彰式「ちいさなお話」入選作品表彰式
　令和４年度の創作童話「ちいさなお　令和４年度の創作童話「ちいさなお
話」の入選作品の表彰式を行います。話」の入選作品の表彰式を行います。
と　きと　き　１月２８日（土）　午前１０時　１月２８日（土）　午前１０時
ところところ　市立図書館多目的室　市立図書館多目的室



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

（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
71件（＋11件） 0人（－1人） 91人（＋13人） 1，014件（＋50件）

令和４年交通事故発生状況

後悔する前に、飲酒運転はしない！させない！

亀山警察署（☎82－0110）

◦安易な考えで運転しない
　�　お酒を飲んで、少し休んだから「もう酔いはさめた」と考えて、運
転することは危険です。また、一晩寝ても翌日、体内からアルコール
が完全に抜けているとは限りません。少しでも違和感があれば、運
転を控えてください。

◦飲酒運転で失うものは計り知れません
　�　飲酒運転は、大切な人の命を奪うとともに、家族の人生を一瞬で
変えてしまいます。また、行政処分や刑罰を受けることにより「社会
的地位（勤め先など）」や「財産」などを失って、運転者本人はもちろ
ん、本人の家族の人生をも変えてしまうなど、取り返しのつかない
結果にもつながります。

◦周囲の人も処罰の対象になります
　�　飲酒運転する可能性のある人にお酒を勧めた人やお酒を提供し
た飲食店、また車両を提供した人、飲酒運転の車両に同乗した人も
飲酒運転者と同様の処罰を受けることになります。

　このコーナーでは、本市の豊かな自然を多くの人に実感していただけるよう、身近なところにいるさまざ
まな生き物を隔月で紹介しています。

　寒くなって外出しづらくなりましたが、家に閉じこもるなんて
もったいない！冬はバードウォッチングにとても良い季節なん
です。
　鳥は冬眠をしないので、冬でもエサを探して飛び回ります。さ
らに、一年中見られる種類だけでなく、冬にやって来るさまざま
な鳥を見つけることができます。
　たとえば、鮮やかな色合いで人家近くにも姿を見せるジョウビ
タキ、愛くるしい姿で人気のエナガ、身近に見られるキツツキの
仲間のコゲラ、かわいい姿なのに実は肉食系のモズなど、街中で
も手軽に観察できる野鳥がたくさんいます。
　この冬は、防寒対策をしっかりして、かわいい野鳥たちの姿に
癒されてみませんか？

ジョウビタキ

コゲラ

エナガ

モズ

問合先　環境課環境創造グループ(☎96－8095）

「亀山のいきもの これなーんだ 　」 Vol.5？

冬はバードウォッチングがオススメ～かわいい野鳥に癒されよう～テーマ

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。

１月の納期
（納期限・口座振替日）

1 月 31日（火）

「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。
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平和と安全を脅かすことが続いて
います。日本の平和と安全につい
て、憲法や法律に基づいて人権や
平和の実現に取り組んでいる弁護
士とともに考えます。
と　き　１月29日（日）
　　　　午後１時30分～４時
と…ころ　市民協働センター「みらい」
多目的ホール
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問…合先　亀山九条の会
　（川辺　☎090－8954－1526）

　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４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
受付開始日　１月５日（木）
申…込方法　亀山地区労働者福祉協
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　
　亀山地区労働者福祉協議会
　（☎83－0007、FAX96－8033）

　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４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
受付開始日　１月５日（木）
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）

　亀山で国際交流のイベントを開
催します。皆さんで楽しみましょう！
と　き　２月５日（日）
　　　　午後１時～４時
と…ころ　青少年研修センター１階集
会場
内容
▷にほんごおはなし会
▷音楽演奏
▷ビンゴゲーム　など
参加費　無料
※事前の申し込みは不要
そ…の他　当日はマスク着用、体調が
悪い方は参加をご遠慮ください。

問合先　亀山国際交流の会
　�（田中　☎090－7602－4876）

　宅建業開業を目指す皆さん向けに
「不動産開業セミナー」を開催します。
と　き　２月14日（火）
　　　　午後１時30分から４時
と…ころ　三重県不動産会館３階大
会議室（津市上浜町一丁目６－１）
内　容　
▷第１部　宅建協会入会のメリット
▷第２部　開業資金の融資制度
▷第３部　不動産開業の体験談
▷第４部　個別相談会（希望者のみ）
参加費　無料　　
定　員　20人
申込期限　２月13日（月）
申…込方法　（公社）三重県宅地建物
取引業協会事務局へ電話または
Ｅメール（ info@mie-takken.
or.jp）でお申し込みください。
問…合先　（公社）三重県宅地建物取
引業協会事務局（☎059－227－
5018）

　市の獣害対策の一環で、猿巡視
員として活動いただける方を募集し
ます。
活…動内容　市内に生息する複数の
猿の群れに取り付けられた電波
発信機の電波を探索して群れの
位置を特定し、位置情報配信シス
テムを介してその情報を発信し
ます。
募集人数　２人
応…募資格　市内在住の18歳以上で
獣害対策に関心のある人
そ…の他　活動日数や活動区域、報償
など詳しくは、電話で気軽にお問
い合わせください。

申…込・問合先　亀山サルの会（代表
明石　☎090－4219－7598）

　「国の教育ローン」は、高校、大学
などへの入学時や在学中にかかる
費用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1.95％
※令和４年11月1日時点
返済期間　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）

　ウクライナでの戦争や米中対立、
北朝鮮のミサイル実験など日本の

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

暮らし何でも相談会

税制相談会

亀山九条の会　講演会

亀山サルの会 猿巡視員の募集

「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）のご案内

KIFAMIGO2023

不動産開業セミナー
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