
定　員　10組（先着順）
認知症サポーター養成講座
と　き　3月25日（土）
　　　　午後1時30分～3時
対 象者　市内に在住、在勤、在学の人
定　員　30人（先着順）
共通事項
ところ　市立図書館1階多目的室
参加費　無料
持ち物　筆記用具など
申込期限　３月24日（金）
申 込方法　（社福）亀山市社会福祉

協議会地域包括ケア推進係へ電
話でお申し込みください。

　外国人のための日本語教室を開
催します。
と 　き　４月８日～12月16日の
　　　　毎週土曜日
　　　　午後７時～８時30分
ところ　青少年研修センター
対象者　日本語を学びたい外国人
内　容　Ａクラス(初級クラス)
　　　　Ｂクラス(中級クラス)
　　　　Ｃクラス(上級クラス)
※開講後にクラス移動の可能性あり
受 講料　5,000円（災害時や欠席

時の返金なし）
定　員　30人
申 込方法　外国人相談窓口（本庁

１階）または文化課人権・ダイ
バーシティグループ（関支所１
階）へお申し込みください。

※ 定員を超える申し込みがあった
場合は、市内在住、在勤の人を優
先します。

※ 当教室では、日本語を習いたい
外国人に日本語を教えていただ
けるスタッフを募集しています。

　 日本語を教えることが好きな人、
外国人と交流したい人はぜひご
連絡ください。

と 　き　3月13日（月）～19日（日）
　　　　午前10時～午後5時
※19日（日）は午後3時まで
と ころ　市文化会館、中央コミュニ

ティセンター
入場料　無料
展 示作品　絵画、写真、書、彫刻・工

芸の4部門で、審査の結果、入賞・
入選した作品

　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　３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。

　認知症の正しい理解や接し方
を身に付ける講座を開催します。
関連図書も紹介します。
親子で認知症サポーター養成講座
と　き　3月25日（土）
　　　　午前10時～11時30分
対 象者　小学校高学年の児童と保

護者

　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　３月14日（火）
　　　　午後1時30分～3時30分
ところ　あいあい２階大会議室
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　3月3日（金）、17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）

　明治安田生命保険相互会社と
共催でスプリングフェアを開催
します。ぜひ、お越しください。
と 　き　3月11日（土）
　　　　午前10時～午後3時
ところ　「道の駅」関宿
内 　容　血管年齢測定と野菜接

種レベル測定および抽選会
そ の他　抽選会への参加には、健

康チェック済券と「道の駅」関
宿の売店で350円以上買い物
をしたレシートが必要になり
ます。

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）

第18回　亀山市美術展（市展）
文化課文化創造グループ
（☎96－1223）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112） 亀山日本語教室

文化課人権・ダイバーシティグループ
（☎96－1224）

認知症サポーターになりませんか？
（社福）亀山市社会福祉協議会

地域包括ケア推進係
（あいあい　☎83－3575）

「道の駅」関宿
スプリングフェアを開催します
「道の駅」関宿（☎97－8200）
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　健康診査などの費用の助成金
は、申請期限までに必ず申請して
ください。
申請期限　３月31日（金）
※申請期限後の受付はできません。
※ 助成対象者など詳しくは、申請

期限までに子ども未来課母子
保健グループへお問い合わせ
ください。

妊婦健康診査費用
　県外の医療機関で、令和４年４
月１日～令和５年３月31日に受
診した分
産婦健康診査費用
　県外の医療機関で、令和４年４
月１日～令和５年３月31日に受
診した分
新生児聴覚スクリーニング検査費用
　医療機関で、令和４年４月１日
～令和５年３月31日に検査およ
び支払いした分（保険診療適用分
を除く）
亀山市不妊治療費助成金

（こうのとり支援）
　令和４年４月１日～令和５年
３月31日に治療を受けた分

　予防接種費用の助成金は、申請
期限までに必ず申請してください。
申請期限　３月31日（金）
※申請期限後の受付はできません。
※ 助成対象者など詳しくは、申請期

限までに健康政策課健康づくりグ
ループへお問い合わせください。

対象となる予防接種費用
　市外の医療機関で、令和４年４月
１日～令和５年３月31日に接種した

お知らせ

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

分（定期予防接種分は除く）
対象ワクチン
　インフルエンザ、成人用肺炎球
菌、水痘、おたふくかぜ、麻しん・風
しん、DPT

　「女性の健康週間」は、女性が生
涯を通じて健康で明るく充実した
日々を自立して過ごせるよう、総合
的に支援することを目的に国民運
動として展開されています。
　女性の心身の状態は、ホルモン
の影響を大きく受けるため、ライフ
ステージごとに大きく変化すると
いう特徴があります。その中でも
妊娠・出産は、大きなライフイベン
トです。
　人生の平均寿命は延びています
が、妊娠・出産適齢期は昔と変わっ
ていません。また、妊娠するため
の力「妊よう性」は、加齢に伴い低
下し、20代は高くなっていますが、
30歳を超えると自然に妊娠する確
率が減り、35歳を過ぎると顕著に
低下します。原因として、年齢とと
もに、子宮内膜症などの合併が増
えること、卵子の質の低下が起こ
ることなどが考えられています。
　働く女性が増え、ライフスタイ
ルが多様化する中で、家庭、地域、
職域、学校などを通じて女性の健
康づくりに取り組むとともに、自身
のライフプランについて考えてみ
ましょう。

　検診は、受診して終わりではあ
りません。検診後の行動こそが、
健康を守るカギです。

　市の検診等を受診した人で、検
診結果が「要精密検査」の場合は、
その原因などを調べるために詳し
い検査を必ず受けましょう。

　麻しん・風しんは感染力が強く、
人から人へ感染する病気です。
　予防接種対象の人は、忘れずに
受けてください。
令和４年度の対象者

接 種方法　県内の各医療機関へ
予約してください。

※ 県外で接種する場合は、健康政
策課健康づくりグループへご連
絡ください。

接種料金　無料
持 ち物　母子健康手帳、予診票、健

康保険証、外国人は在留カード
（特別永住者証明書でも可）

そ の他　予診票をお持ちでない
場合は、母子健康手帳を持参の
上、健康づくりグループへお越
しください。

※ 詳しくは、個人通知や出生届時
にお渡しした「赤ちゃんすくす
く」の予防接種の案内をご覧く
ださい。

健診などの費用の
助成金申請はお済みですか？
子ども未来課母子保健グループ
（あいあい　☎98－5003）

３月１日～８日は
「女性の健康週間」です
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

麻しん・風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

令和４年度の検診結果が
「要精密検査」と判定された人は

詳しい検査を受けましょう
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

予防接種費用の
助成金申請はお済みですか?
健康政策課健康づくりグループ
（あいあい　☎84－3316）

第１期
（１回目）１歳～２歳未満

第２期
（２回目）

平成28年4月2日～
平成29年4月1日生まれの人
※接種期限：
　令和５年３月31日
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　令和４年12月亀山市議会定
例会で、議会の同意を得て、教
育委員会委員が任命されまし
た。任期は、令和5年2月22日か
ら4年です。
教育委員会委員
若林喜美代さん（関町白木一色）再任

教育委員会委員が
任命されました

総務課法務統計グループ
（☎84－5034）



　「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　３月１５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　３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。

と　き　3月23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。

※ 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。

と　き
▷平日昼コース
　４月11日～25日の毎週火曜日
　（全３回）
　午前10時～午後３時
※１時間の昼休憩あり
▷平日夜コース
　 ４月７日～25日の毎週火・金曜日
（全６回）
　午後６時30分～８時30分
と ころ　三重県母子・父子福祉セン

ター会議室（津市桜橋二丁目131）
内 　容　パソコンの基本操作、文

字入力、フォルダ管理、インター
ネットの使い方など

対 象者　県内に居住するひとり
親家庭の親や独身30歳までの
その子ども、寡婦

定　員　各コース10人
※パソコン初心者対象です。
参 加費　無料（テキスト代1，078

円は自己負担）
申込期間　3月13日（月）～24日（金）
申 込方法　申込用紙に必要事項を

記入の上、三重県母子・父子福祉
センター（〒514－0003　津市
桜橋二丁目131 FAX059－228
－6301）へ郵送、ファクスまたは
直接お申し込みください。

※ 申込書は三重県母子・父子福
祉センターホームページ（URL 
https://sanboren.wixsite.
com/3bosicenter/training)か
らダウンロードしていただくか、
電話でお問い合わせください。

　毎月、開催している「行政相談」
の相談日が４月から次のとおり変わ
ります。
本庁
と 　き　４月、５月、７月、８月、10月、

11月、１月、２月のそれぞれ９日
　午後１時～３時
関支所
と 　き　６月、９月、12月、３月のそ

れぞれ第３水曜日
　午前10時～正午
※ 土・日曜日、祝日の場合は翌平日

に行います。相談場所など詳しく
は、「広報かめやま」16日号の広
報ガイドをご覧ください。

スキルアップ！ひとり親
家庭等パソコン入門講習
三重県母子・父子福祉センター
（☎059－228－6298）

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）

各種検診・教室

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）

行政相談の相談日が
変わります

まちづくり協働課市民協働グループ
（☎84－5008）

令和５年５月31日（水）
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　マイナポイントの申込期限が
令和５年５月31日までに延長さ
れました。
　なお、マイナポイントの対象
者は、令和５年２月28日までにマ
イナンバーカードの申請を行っ
た人ですのでご注意ください。
マイナポイント申込期限

※ 詳しくは、「マイナンバー総合
フリーダイヤル」へお問い合
わせください。

問 合先　マイナンバー総合フ
リーダイヤル（☎0120－95
－0178）

受 付時間　午前９時30分～午
後8時（土・日曜日、祝日含む）

マイナポイントの申込期限は
令和５年５月31日です
ＤＸ・行革推進室
（☎84－5032）



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

　年間を通じて、さまざまな文化
に関する取り組みを行う「かめや
ま文化年2024」（実施期間：令和６
年４月１日～令和７年３月31日）
の実行委員を募集します。
　実行委員は、かめやま文化年
2024の実施に関して、前年度の企
画検討から、当該年度の運営、翌年
度の検証まで携わり、会議や打合
わせ等を月１回程度、平日に開催
する予定です。
応 募資格　18歳以上（令和５年４

月１日時点）で、市内に在住・在
勤・在学する人、または市内で活
動を行う人

任 　期　令和５年４月１日～令和
８年３月31日（３年間）

募集人数　若干名
※ 応募用紙による書類選考を行い

ます。
応募期限　３月16日(木)必着
応 募方法　応募用紙に必要事項を
　 記入の上、文化課文化創造グルー

プ（〒519－1192　関町木崎919
－1）へ、郵送、ファクス、メール

（ bunka@city.kameyama.
mie.jp）または直接提出してくだ
さい。

※ 応募用紙は、文化創造グループ
に備え付けてあります。市ホー
ムページからもダウンロードで
きます。

　少年消防クラブは、さまざまな
学習、体験を通して、消防・防災に
関する正しい知識と技能を身に付
け、生命と暮らしを守ることの大切
さを学ぶとともに、規律や防火マ

ナー等を身に付けることを目的と
して活動しています。
対 象者　市内に在住する小学３年

生～小学５年生（令和５年度の
新小学４年生～小学６年生）

募集人数　25人（先着順）
申 込期間　３月６日（月）～10日（金）
　午前８時30分～午後5時15分
申 込方法　入会申込書に必要事

項を記入の上、消防本部予防課
予防グループへ直接持参してく
ださい。

※ 申込書は、２月中に各小学校か
ら対象児童へ配布しています

（消防本部ホームページからも
ダウンロードできます）。

そ の他　申込状況については、電
話または消防本部ホームページ

「令和５年度亀山市少年消防ク
ラブ員の募集及び申込状況」で
ご確認ください。

はんどめいどクラブ
と　き　毎月第３日曜日
　　　　午前10時～正午
内　容　手芸や調理
対 象者　小学４年生～小学６年生

の児童（令和５年４月１日時点）
定　員　12人
材料費　年間2,500円程度
将棋クラブ
と　き　毎月第４土曜日
　　　　午前10時～11時
内　容　講師に指し手を教わり、
　将棋大会を年２回実施
対 象者　小・中学生（令和５年４

月１日時点）
定　員　16人
共通事項
参加費　無料
申込期限　３月26日（日）
申 込方法　亀山児童センター（月

曜日と祝日は休館、開館時間は
午前10時～午後６時）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備え付けて
あります。

※ 応募者多数の場合は、抽選によ
り決定します。

受 験資格　次のいずれかに該当
する人

▷ 平成5年4月2日～平成14年4
月１日生まれの人

▷ 平成14年4月2日以降生まれの
人で次の①または②に該当す
る人

① 大学を卒業した人および令和6
年3月までに卒業見込みの人

② 人事院が上記①に掲げる人と
同等の資格があると認める人

試験日程
　第１次：6月4日(日)
　第２次： 6月30日(金)～7月

14日(金)のうち、い
ずれか指定する日

申 込期間　3月1日（水）午前9時～
20日（月）（受信有効）

申 込方法　人事院ホームページ
からお申し込みください。

　 URL http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html

　 インターネットによる申し込み
ができない環境にある場合は、
名古屋国税局人事第二課試験
係へ電話でお問い合わせくだ
さい。

亀山児童センター
令和５年度クラブ員の募集
亀山児童センター(☎82－9460)

亀山市少年消防クラブ員の募集
消防本部予防課予防グループ

（☎82－9492）

かめやま文化年2024
実行委員を募集します
文化課文化創造グループ

（☎96－1223、FAX�96－2414）

募　集

国税専門官の募集
（大学卒業程度）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）

国民健康保険税 第９期
後期高齢者医療保険料 第９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。

３月の納期
（納期限・口座振替日）

３月 31 日（金）
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　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。

　ようやく寒さも和らぐ季節となりました。冬の間は姿を隠し
ていた生き物たちも、もうすぐ来る春に向けて準備を始めてい
ます。
　暖かい日なたには、在来種のシロバナタンポポ、春の七草でも
あるホトケノザがかわいい花を咲かせています。また、モンシロ
チョウはサナギから羽化して飛び回り、テントウムシの仲間は
冬を越した成虫が卵を産みます。これらの生き物たちは、暖かく
のどかな春を彩る存在として、昔から親しまれてきました。
　こうした生き物の豊かな営みを次世代へ守り継ぐため、市は、
県内市町で初めてとなる「亀山市生物多様性地域戦略」を令和３
年に策定しました。今後も同戦略に基づいてさまざまな取り組
みを行い、人と自然が共生できるまちを目指していきます。

シロバナタンポポ

モンシロチョウ

ホトケノザ

ナナホシテントウ

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.6
最終回？

春を告げる生き物－みんなで生き物の豊かな営みを守ろう－テーマ

住宅名 階数 (床面積) 家賃(月額) 住所
本町住宅T－303号 3階建ての3階(26.90㎡) 12,700円～24,900円 本町三丁目15番17-2-303号
羽若住宅J－12号 3階建ての2階(68.70㎡) 22,400円～44,000円 羽若町493番地1
(本町住宅T－307号） 3階建ての3階(56.30㎡) 26,600円～52,300円 本町三丁目15番17-2-307号

※家賃は、入居者の収入月額などにより変動します。
※ 本町住宅は借上型市営住宅です。月に共益費5,000円、自治会費1,000円、駐車料金3,000円/台等が別途必要

となります。
※本町住宅T－303号は単身世帯に限ります。
※(　　　)の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯などの優先入居住宅です。

受付期間　3月15日(水) ～24日(金)（平日の開庁時間内に限る）
※今回に限り、3月19日(日)午前10時～午後3時に本庁2階担当窓口でも受付を行います。
受付場所　建築住宅課住まい推進グループ
提出書類　・申込書（受付の際に記入）
　　　　　・住民票（世帯全員のもの）
　　　　　・課税証明書（令和3年の所得が分かるもの）もしくは給与の最新の源泉徴収票
　　　　　【該当する場合に必要な書類】
　　　　　・借家やアパート等の契約書の写し、または家賃の支払状況を確認できる書類（現在賃貸住宅に入居中の場合）
　　　　　・戸籍全部事項証明書（単身世帯またはひとり親世帯で申し込む場合）
　　　　　・障害者手帳の写し（世帯員に障がいのある人がいる場合）
※入居資格や必要な書類について詳しくは、受付期間に限らず、住まい推進グループへお問い合わせください。
※応募者多数の住宅は、抽選(4月下旬予定)を行います。
入居時期　5月中旬（予定）

問合先 建築住宅課住まい推進グループ(☎84－5038)市営住宅入居者募集
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　市民活動応援券は、次の方法で利用することができます。皆さんの応援券の利用が、登録団体の応援につながり
ます。さまざまなサービスの提供を受けたり、寄附したりすることを通じて、ぜひ登録団体を応援してください。
利用方法
１．登録団体へ依頼して、サロンや自治会、子ども会などの活動に来てもらうことができます
　 　個人で取得した応援券を持ち寄って、「市民活動応援制度冊子」に掲載の登録団体（提供先が「個人」と記載の登

録団体に限る）へ依頼すると、教室を開催してもらったり、演奏を披露してもらったり
することができます。

２．�市民同士で自由に使用することができるため、お礼の気持ちとして渡すこと
ができます

３．市民活動応援制度冊子に掲載されている登録団体へ寄附することができます
　　寄附方法　①登録団体への直接寄附
　　　　　　　②寄附ボックスへの投函（市民協働センター「みらい」に常設）　
　　　　　　　③ 寄附ボードへの投函（設置依頼のあった地域まちづくり協議会の行

事などで臨時に設置することがあります）
※個人で応援券をお金に換えることはできません。

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

　亀山市のまちづくりのためにがんばる市民活動団体（登録団体）を応援する「市民活動応援制度」につい
て、令和５年度の登録団体を次のとおり決定しました。
　地域まちづくり協議会の事業計画やサロン、子ども会など、今後の活動の検討にぜひご活用ください。

登録団体について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※ 「令和５年度　市民活動応援制度 制度・団体紹介冊子」は３月下旬に本庁、あいあい、関支

所、市民協働センター「みらい」、各地区コミュニティセンターに設置を予定しています。
市ホームページ
二次元コード

問合先　まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

健康 ２団体 教育 ５団体 防災 １団体
福祉 ９団体 文化 49 団体 子育て ５団体

環境 ６団体 スポーツ ２団体 その他
（コミュニケーション） １団体

■部門別団体数（80団体）

令和５年度から、次の６団体が新たに登録されました！（　）内は主要活動部門
◦亀山おもちゃの病院（環境）…子どものおもちゃの修理
◦みえ就労応援団（教育）…就職などに関する講演
◦大人の落研・みたらし会（文化）…落語と歌とギター演奏、伴奏
◦MAKK［マック］（文化）…マンドリンとギターのカルテット演奏
◦Yamatoラテンペアダンスサークル（文化）…ラテンダンスなどの披露
◦亀山ボードゲーム会HIT（コミュニケーション）…ボードゲームやモルックを用いた交流

市民活動応援券の利用が登録団体の応援につながります！市民活動応援券の利用が登録団体の応援につながります！

NEW

令和５年度��市民活動応援制度の令和５年度��市民活動応援制度の
登録団体登録団体が決定！が決定！
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マミーズのおはなし会
３月４日（土）午後２時～　２階おはなしのひろば

あかちゃんのおはなし会 
３月23日（木）午前10時～　２階おはなしのひろば

大人による大人の読み聞かせ
３月４日（土）午後３時～　２階おはなしのひろば

関おはなし会
３月 8日（水）午後３時～ ３階研修室
たんぽぽの会の紙芝居会 
３月15日（水）午後３時～ ３階研修室

休館日
市立図書館…３月7日（火）、14日（火）、22日（水）、
24日（金）、28日（火）
関図書室……毎週月曜日、3月24日（金）

子育て支援センターサテライト

市立図書館 関図書室（関文化交流センター）

と　き　３月10日（金）、20日（月）午前９時30分～11時30分
ところ　２階おはなしのひろば

図書館だより図書館だより（（３３月）月）

　子育て支援センターの職員による手あそびや絵本の読み聞かせのほ
か、子育てに関する相談もお受けします。

歴史博物館（☎83－3000）歴史博物館だよ歴史博物館だより（り（３３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＞
「昔の道具」を展示します
　と　き　３月５日（日）まで
　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
しています。

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（21日（火）は祝日のため開館、翌22日（水）は振替休館）、13日（月）～17日（金）（館内整理のため）
URL http://kameyamarekihaku.jp

＜古代史講座＞
「亀山市の仏像－平安時代を中心に－」
　と　き　３月21日（火・祝）
　　　　　午後１時30分～３時
　ところ　歴史博物館講義室
　定　員　25人（先着順）
　受講料　無料
　講　師　三重県総合博物館　瀧川和也さん

内 　容　亀山市は、三重県の中でも早くから仏像の
調査に取り組んできました。その成果は、報告書な
どで紹介されていますが、今回は市内の仏像につい
て、平安時代を中心にその魅力や特徴についてわか
りやすく解説します。

申 込方法　３月１日（水）午前９時～19日（日）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。

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）



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

講習区分 日　　程 場　　所 申込期間
甲乙新規 ５月17日（水）、18日（木）

鈴鹿市労働福祉会館
３月13日（月）～20日（月）

甲種再 ８月４日（金） ６月１日（木）～８日（木）

甲乙新規

８月５日（土）、６日（日） ６月19日（月）～26日（月）
11月21日（火）、22日（水） 亀山市文化会館 ９月27日（水）～10月４日（水）
令和６年２月29日（木）、
　　 ３月１日（金） 鈴鹿市労働福祉会館 令和６年１月10日（水）～17日（水）

問合先  消防本部予防課
　　　  予防グループ（☎82－9492）令和5年度防火管理令和5年度防火管理講習の講習の開催日程開催日程

　防火管理者として必要な資格を取得するための防火管理講習（消防法施行規則第２条の３）が下表のとおり開
催されます。
申�込方法　受講を希望される人は、（一財）日本防火・防災協会ホームページ（URL https://www.bouka-

bousai.jp/hp/lec_info/index.html）からお申し込みください。
※ 詳しくは、（一財）日本防火・防災協会（☎03－6263－9903）へお問い合わせください。市消防本部ホームペー

ジにも講習日程などの情報を掲載しています。

※甲種は両日、乙講習は初日のみになります。
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　新年度に向けて、一緒に働いてく
ださる支援員を募集しています。
勤務日　月～土曜日で週２日～５日
勤 務時間　午後１時30分～７時の間

で応相談
※ 土曜日、小学校の長期休業期間

中は、午前７時30分から出勤の場
合あり

勤務場所　亀山西小学校区内
賃　金　時間給940円以上
※勤務条件により処遇改善手当あり
※ 保育士資格などをお持ちの人は

優遇あり
社会保険など　労働保険
※勤務条件により雇用保険あり
選考方法　面接
問合・申込先　
　西村放課後クラス（☎82－7311
　［平日の午後１時～６時］）

　野菜は、野草や薬草をもとに栽培
されてきました。そのルーツを学び
ながら野菜の効能を知り、体に優し
い調理をしましょう。
と　き　３月25日（土）
　　　　午前９時～正午

ところ　青少年研修センター1階
　　　　調理室
内 　容　春の食材を摘んで料理し

て、春を満喫しよう
参加費　2,000円（会場費・材料費）
定　員　15人（先着順）
持 ち物　エプロン、三角巾、マスク、

ふきん、持ち帰り容器
※ 食材の持ち込み可。食べられる

野草の鑑定も行います。
申 込先　野草・薬草の会
　（中嶋　☎090－7438－0196）

　亀山城多門櫓の桜を見ながら、地
域の伝統文化を感じてみませんか？
と　き　４月2日（日）午後１時～
※雨天中止
ところ　亀山神社参道
内 　容　341年前に江戸で生まれた

心形刀流演武の見学（心形刀流保
存赤心会による）

参加費　無料
※事前の申し込みは不要
問合先　心形刀流保存赤心会（小林
　☎82－0614）

　三重大学初となるホームカミン
グデイをオンラインで開催していま
す。今回のサイトは、学生による企
画・制作で、卒業生はもちろん、地域
の方にもお楽しみいただける内容
が盛りだくさんです。
視聴期限　３月31日（金）まで
内 　容　学長挨拶、卒業生と在学

生の座談会、キャンパスツアー、
研究室やクラブ・サークルの活動
紹介　など

視 聴方法　二次元コードからアクセ
スするか、「三重大学
ホームカミングデイ」
で検索してアクセスし
てください。

問 合先　学生ベンチャー㈱プロジェ
クトM（鈴木　 ☎080－8123－
9344）または三重大学全学同窓
会担当室（草川　☎059－231－
9894）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

放課後児童クラブ支援員の募集

春を食べよう！

さくらと心形刀流

「三重大学」ホームカミングデイ
2022オンライン開催


