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「歴史的風致」とは

「歴史的風致」という言葉は、「歴史まちづくり

法」においては、「地域固有の歴史及び伝統を反映

した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値

の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となっ

て形成してきた良好な市街地の環境」と定義されて

います（詳しい説明は、広報１月１日号に掲載して

います）。

認定の意味

亀山市は、日本の東西を結ぶ街道の結節点であり、

街道を介した人々の交流によって、特色のある歴

史・文化を育んできました。しかし、そうした歴

史・文化があるという

だけでは、「歴史的風

致」とは言えません。

地域の歴史・伝統を反

映した人々の活動が、

街道に沿って並ぶ歴史

的建造物等とともに、

大切に守られ、受け継

がれ、さらに現在でも

引き続き行われている

必要があるのです。

そうした意味で、今

平成21年1月19日、亀山市が策定した「亀山市歴史的風致維持向上計画」が、金沢市（石川県）、高

山市（岐阜県）、彦根市（滋賀県）、萩市（山口県）とともに「歴史まちづくり法」（正式名称：「地域

における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」）に基づく第１回の認定を受けました。
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回の認定は、まちづくりの計画が認められたという

以上に、この地域で続けられてきた、歴史・伝統を

引き継ぐ人々の活動が認められたと言えるのです。

亀山市の歴史的風致のこれから

明治時代以降、東海道のにぎわいは徐々に失われ、

人々の生活も変化し、歴史的な建造物や町並みなど

地域の姿も大きく変化しています。また、人々の歴

史・伝統を反映した活動も、地域のコミュニティと

の関係や継承者の育成などの課題に直面し、今後を

危ぶむ声も聞かれます。

しかしその一方で、歴史的な景観に対する関心が

高まるとともに、街道のにぎわいを取り戻そうとす

るまちづくりの活動も活発になっています。

「歴史まちづくり法」に基づく認定を契機として、

～「歴史まちづくり法」による認定を契機として～ 

歴史的風致維持向上計画認定証
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国の支援を受けながらさまざまな事業を着実に進め

るとともに、こうした人々の関心や活動を束ねるこ

とにより、地域を歴史・文化を感じる、よりよきも

のへと発展させていくことが大切です。

最初の認定市の一つとして、亀山市の今後の取り

組みは、全国から注目されるところです。

瀧本
たきもと

麻須美
ま す み

さん（関町坂下）

【写真後列左３人目】

「坂は照る照る鈴鹿は曇る…」

馬子唄うたい坂の下。

ひしめく山車
や ま

を引き引き関

宿。多門櫓は、亀山宿・・・。

この三宿の歴史と文化は、

脈々と語り継がれ、今もなお息

づいていると言えるでしょう。

今回、認定を受けられたこと、

とてもうれしく思います。この

ことが、さらに皆さんの郷土愛

への意識向上につながるといい

ですね。

伊
い

藤
とう

龍
たつ

生
お

さん（関町木崎）

【写真前列右端】

亀山市のような無名のまちが

歴史都市の名乗りを挙げ、これ

が認定されたことは大きな意義

があります。

歴史の浅い祭りや史実に基づ

かない文化事業、また、観光振

興を前面に出した事業などは認

定されないので、この法律は亀

山市の考え方に合っていてかな

り良いと思います。

まずは、歴史・文化を活かし

た「まちづくり」から取り組ん

でいきたいと思います。

久保田
く ぼ た

智
とも

子
こ

さん（西丸町）

【写真後列左端】

今のまちの姿を大切にしなが

らも、何とかもっと活性化でき

ないかとの想いで委員会に参加

させていただきました。委員会

で出されたさまざまなご意見

は、どれも大変参考になるもの

ばかりでした。

関宿の町並み保存は大変進ん

でいるのですが、亀山の城下町

はまだまだだといつも感じてい

ました。この計画がきっかけで、

亀山市全体がよりよいものにな

っていけばと願っています。

今回の「亀山市歴史的風致維持向上計画」の策定にあたっては、学識経験者、地域で歴史

まちづくりに取り組んでおられる団体等の代表者、県・市の行政関係者などで「策定委員会」

を組織し、さまざまなご意見をいただきました。

策定後は、計画に基づく事業の推進についてさまざまなご意見をいただくため、「亀山市

歴史的風致維持向上計画協議会」として、引き続きご活動いただいています。

今回は、委員の皆さんから認定についてコメントをいただきました。
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菅原
すがわら

洋一
よういち

協議会　会長（三重大学附属図書館研究開発室　教授）【写真前列中央】

この計画は、亀山市が古来から交通の要衝として重要な位置を占め、独自の街道文化を育

んできたことを基本として組み立てられています。こうした計画が策定できたことは、関宿

の町並み保存に代表されるように、これまで亀山市が取り組んできた歴史・文化を大切にす

るまちづくりがあったからこそで、その計画の認定は、このことが高く評価されたものと思

います。

今後は、この計画に示された事業等が着実に実行され、亀山市の歴史的風致が維持・向上

されていくことを期待しています。



■主な施策・整備事業 

東海道街道環境整備事業 

鈴鹿峠・太岡寺畷・野村集落・
坂下宿の東海道上の路面の
美装化、案内標識、休憩施設
等を設置し街道環境を整備
する。 

太岡寺畷 

関宿周辺環境整備事業 

旧「木村邸」に関宿散策者の
休養・案内施設を整備する。 

鈴鹿峠・坂下宿周辺地域 
関宿周辺地域 

国指定重要文化財（建造物） 

地蔵院本堂・鐘楼・愛染堂 

広報かめやま　平成21年４月１日号4

「亀山市歴史的風致維持向上計画」の概要

「亀山市歴史的風致維持向上計画」では、東海道

53次関宿の歴史的町並み（国重要伝統的建造物群

保存地区）を背景として行われる「関の山車
や ま

」（市

指定有形・無形民俗文化財）の祭り、「旧亀山城多

門櫓」（県指定史跡）などがある旧亀山城内におい

て伝承される「亀山藩御流儀心形刀流武芸形」（県

指定無形文化財）、坂下宿から鈴鹿峠に至る峠道で

伝承される「正調鈴鹿馬子唄」（市指定無形民俗文

化財）や「坂下獅子舞」（市指定無形民俗文化財）

などが一体となって形づくっている、市内東海道沿

道の特色ある風情を亀山市の維持・向上すべき歴史

的風致としています。

こうした歴史的風致を維持および向上させるた

め、重要伝統的建造物群保存地区に選定される亀山

市関宿を中心として、亀山宿・亀山城周辺地域、坂

下宿を含む、市内の東海道沿道約19.5km、面積約

500haを重点区域（下図参照）として、平成20年

度から29年度までの10カ年で、重点的かつ一体的

に施策を推進することとしています。

今後の市の取り組み

歴史的風致維持向上計画の特色は、歴史的風致の

核となる文化財等の保存整備と、文化財周辺の市街

地環境の整備、そして重点区域における歴史的な景

観の形成を、一体的に実施していくところにありま

す。

文化財の保存・整備

文化財等を、周辺の市街地環境と関連させながら、

保存整備を進めていきます。また、無形民俗文化財

等の保存・伝承を図ります。

具体的には、旧亀山城多門櫓・旧舘家住宅・亀山

藩主石川家家老加藤家屋敷跡などの文化財の復原整

備や、祭り等の伝承・普及施設としての「関の山車」

会館の整備などを行っていきます。



旧舘家住宅保存整備事業 

明治５年に建築された亀山
宿を代表する商家である旧
舘家（市指定文化財）を部分
改修し、公開を行う。  

加藤家屋敷保存整備事業 

亀山藩主石川家家老であっ

た加藤家（市指定文化財・史跡）

の屋敷の公有化・整備を行う。 

亀山宿・亀山城周辺地域 

：重点区域 

沿道約19.5km 

面積約500ha

国指定史跡 

野村一里塚 

重要伝統的建造物群保存地区 

亀山市関宿伝統的建造 
物群保存地区 

亀山市の維持・向上すべき 
歴史的風致と重点区域における 
主な施策・事業概要 
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文化財周辺の市街地環境の整備

文化財周辺の市街地において、歴史的風致を損な

っている建造物等の景観上の改善、文化財等の活用

を促進するための施設の整備、保存活用に係るソフ

ト事業などを実施します。

具体的には、東海道沿道や亀山公園を含む旧亀山

城周辺の歴史的環境の整備、関宿や東海道沿道にお

ける市民・散策者の休養・案内・交流施設の整備等

を行っていきます。

歴史的な景観形成

これらと平行して、景観計画の策定など景観形成

に関する諸施策により、歴史的景観の保護を進めて

いきます。

市では、平成22年度を目標として、市の景観形成

の指針となる景観計画の策定に取り組んでいます。

また、市の歴史的な景観として、東海道沿道や亀

山城跡周辺が重要な地域と思われることから、三重

大学と共同で、この地域の建物の外観調査を実施し

ています。

平成20年度の調査は、重点区域内で約2,000棟を

調査しています。平成21年度はさらに、鈴鹿峠か

ら関宿までと亀山宿から東の東海道沿道の調査を予

定しています。

この調査により、それぞれの地域の景観特性を把

握するとともに、旧武家地や町人地の現在の状況や

町家等の分布状況が基礎資料として収集できます。

今回の景観調査エリアは、歴史的風致維持向上計

画の重点区域であり、景観調査の結果は、景観計画

の景観形成基準に反映させ、良好な景観を保持・保

全するとともに、重点区域内での各種景観事業に対

して、国からの支援を受けて景観改善や改修等を積

極的に進めることができます。

景観法による適切な景観誘導と規制、歴史まちづ

くり法による事業展開と両方をうまく使いながら、

亀山市の歴史的な風格や歴史都市づくりを推進して

いきます。

「亀山市歴史的風致維持向上計画」は市ホームペ

ージで見ることができます。

http://www.city.kameyama.mie.jp

本計画に関するご意見・お問い合わせは、下記ま

でお願いします。

産業建設部まちづくり推進室（184－5126）

教育委員会まちなみ・文化財室（184－5078）

URL
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平成21年２月１日現在、亀山市の住民基本台

帳に記載または外国人登録原票に登録（短期滞在

および在留の資格なしの人は除く）されている人

※平成21年２月２日以降に転出・死亡した人も

対象になります。ただし、単身世帯の人で、２

月２日以降に死亡した場合は対象になりませ

ん。

１人につき12,000円（２月１日現在で65歳以

上および18歳以下の人は20,000円）

※原則として、住民登録上の世帯主に一括してお

渡しします。

定額給付金は、口座振込を原則としますが、口

座の開設がない人については、現金での支給が可

能です。なお、受け取りは申請した月の翌月の指

定日になります。

定額給付金

市では、国の緊急経済対策を受けて、｢定額給付金給付事業｣を実施しています。

定額給付金をできるだけ早くお渡しするため、対象となる人（世帯主）へ３月27日

から順次｢定額給付金申請書（請求書）｣を郵送しましたので、お早めに手続きをして

ください。

なお、４月中旬ごろになっても｢定額給付金申請書（請求書）｣が届かない場合は、

お問い合わせください。

亀山市定額給付金支給プロジェクト・チーム（市民部内　182－2750）

定額給付金は、今日の景気が後退する中で、市民の皆様の

生活の支援と地域経済の活性化につながるよう、一定の要件

を満たしている市内にお住まいの皆様にお渡しします。

対 象者１

給付額２

給付方法３

定額給付金申請書（請求書）に、金融機関の口

座番号などの必要事項を記入の上、同封の返信用

封筒で郵送してください。

※郵送が困難な場合は、７ページに記載の受付窓

口または特別窓口までご持参ください。

※定額給付金申請書（請求書）の裏面に、申請者

本人であることを証明する身分証明書（運転免

許証、旅券、健康保険証など）の写しおよびご

指定の金融機関の振込口座が確認できる通帳な

どの写しを貼付してください。

申請方法４
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子育て応援特別手当

市では、国の緊急経済対策を受け、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の幼

児教育期の子育て負担を支援するため、子育て応援特別手当をお渡しします。

手当を受けるためには申請が必要です。子育て応援特別手当申請書（請求書）は、

定額給付金申請書（請求書）とともに各世帯主宛に郵送しました。手当の支給要件な

どは次のとおりですので、お早めに手続きをしてください。

市民部保険年金室（184－5005）

定額給付金と子育て応援特別手当の受付など

平成20年度において小学校に就学する前の３

年間に該当する子ども（生年月日が平成14年４

月２日から平成17年４月１日まで）であって第

２子以降の子どもが対象です。また、平成21年

２月１日現在、亀山市の住民基本台帳に記載また

は外国人登録原票に登録（短期滞在および在留の

資格なしの人は除く）されていることが必要です。

※寮などに入っている等、同じ扶養者に扶養され

ている別居する児童がいる場合、この児童を含

むことで給付対象となる場合がありますので、

お問い合わせください。

※対象となる子どもが第１子と別居しているとき

は、同じ人に扶養されていることを確認します

ので、申請のときに医療保険の被保険者証の写

しが必要となります。

支給の対象となる子どもの属する世帯の世帯主

で、平成21年２月１日現在、亀山市の住民基本

台帳に記載または外国人登録原票に登録（短期滞

在および在留の資格なしの人は除く）されている

こと。

対象となる子どもの範囲１

支給対象者２

受付窓口 受付期間

支給対象となる子ども１人につき　36,000円

（１回限り）

支給対象となる子どもの分を一括して世帯主の

口座へ振り込みを原則としますが、世帯構成員の

口座に一括して振り込みすることも可能です。

子育て応援特別手当申請書（請求書）に金融機関

の口座番号などの必要事項を記入の上、定額給付

金用の返信用封筒に同封して郵送してください。

※郵送が困難な場合は、受付窓口または特別窓口

までご持参ください。

※申請者が定額給付金と異なる場合は子育て応援

特別手当申請書（請求書）の裏面に、申請者本

人であることを証明する身分証明書（運転免許

証、旅券、健康保険証など）の写しの貼付が必

要です。また、振込先口座が定額給付金と異な

る場合は、ご指定の金融機関の振込口座が確認

できる通帳などの写しの貼付が必要です。

市役所１階小会議室

※関支所市民サービス室、加太出張所、総合保健

福祉センター(あいあい)でも、申請書類を取り

次ぎします。

下表のとおり、特別窓口を開設します。

４月１日(水)～10月１日(木)

（受付時間…平日の午前８時30分～午後５時

15分）

※４月５日、12日、19日、26日の日曜日のみ市

役所で休日受付を行います。

（受付時間…午前８時30分～正午、午後１時

～５時15分）

給付方法４

申請方法５

特別窓口

午前９時～正午 午後１時～４時

４月８日（水) 鈴 鹿 馬 子 唄 会 館 白川地区北コミュニティセンター

４月９日（木) 川崎地区コミュニティセンター 野登地区コミュニティセンター

４月10日（金) 昼生地区コミュニティセンター 南部地区コミュニティセンター

４月13日（月) 井田川地区北コミュニティセンター 井田川地区南コミュニティセンター

４月14日（火) 神辺地区コミュニティセンター

支給金額３
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新　　任

市　長　部　局

【部長級】

企画政策部長

企画政策部参事（政策調整担当）（兼）

総括（兼）企画経営室長

産業建設部長

会計管理者

【室長級】

総務財政部契約調達室長

市民部税務室長

氏　　名

古　川　鉄　也

川　戸　正　則

岡　崎　賢　一

多　田　照　和

峯　　　　　武

石　井　敏　行

旧　　任

企画政策部参事（政策調整担当）（兼）企画

経営室長

市民部税務室長

三重県

会計管理者（兼）出納室長

環境森林部総括（技術）（兼）斎場建設室長

総務財政部契約調達室長

平成21年４月１日付異動職員のうち、室長級以上についてお知らせします。

市長マニフェストに掲げられた政策の実現を目指すとともに、亀山市第１

次総合計画に位置付けられた施策の着実なる推進を図ることを基本とし、次

のとおり市職員の人事異動を実施しました。

～４月１日付市職員人事異動～

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

市長マニフェストの
実現に向けた新体制！

【基本方針】

①地域医療の再構築を始めとする市長マニフェストに掲げる政策の実現に向け、機

動的かつタイムリーに対応できる体制とします。

②第１次総合計画の施策・事業を着実に推進するための体制とします。

③国及び三重県との人事交流の継続と他自治体（横浜市・津市）との新規交流など、

これまでの人事交流を拡大し、人材の育成と組織の活性化を図ります。

【組織・機構の一部改正】

○地域医療再生プロジェクト・チームを設置

○総務財政部庁舎建設準備室を廃止

○環境森林部斎場建設室を廃止
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新　　任

市民部戸籍市民室長

保健福祉部副参事（社会福祉協議会担当）

保健福祉部地域福祉室副参事（地域子育

て支援センター長）（兼）子ども総合支援

室副参事

保健福祉部高齢・障害支援室長

保健福祉部高齢・障害支援室副参事（地

域包括支援センター長）

保健福祉部健康推進室長（兼）地域医療

再生プロジェクト・チームリーダー

産業建設部農政室長（兼）農業委員会事

務局長

産業建設部まちづくり整備室長

産業建設部まちづくり保全室長

上下水道部下水道室長

設計審査室長

出納室長

（保育所職員）

第一愛護園長

神辺保育園長

教育委員会部局

【室長級】

教育委員会事務局総括（兼）学校教育室長

教育委員会事務局生涯学習室長

歴史博物館長

（幼稚園職員）

井田川幼稚園長

亀山幼稚園長

退職職員

退職

退職

退職

氏　　名

松　田　　　守

宮　村　常　一

川　北　優　子

田　中　一　正

松　尾　みち子

川原林　秀　樹

森　川　義　博

岩　佐 亨

宮　　　哲　二

高　士　和　也

中　村　育　夫

栗　田　恵　吾

宮　崎　道　子

木　下 実佳子

松　岡　貴　司

中　川　博　文

亀　山　　　隆

上　原　つゆ子

松　上　崇　子

橋　爪　斎　昭

馬　場　博　子

橋　爪　たき子

旧　　任

保健福祉部副参事（社会福祉協議会担当）

産業建設部農政室長（兼）農業委員会事務局長

第一愛護園長

保健福祉部高齢・障害支援室長（兼）地域

包括支援センター長

保健福祉部健康推進室長

総務財政部庁舎建設準備室長

市民部戸籍市民室長

設計審査室長

上下水道部下水道室長

産業建設部まちづくり整備室長

産業建設部まちづくり保全室長

出納室主幹

保健福祉部地域福祉室副参事（地域子育て支

援センター長）（兼）子ども総合支援室副参事

神辺保育園主幹

三重県

教育委員会事務局学校教育室主幹

歴史博物館長（兼）教育委員会事務局まちな

み・文化財室副参事（文化財担当）・学芸員

亀山幼稚園長

みずほ台幼稚園主幹

企画政策部長

神辺保育園長

井田川幼稚園長

問合先　総務財政部人材育成室（184－5032）
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市民協働センター「みらい」 19：30～事前申込不要 

http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

市民交流の場 

毎月21日は、誰もが自由に参加でき、さまざま

な人と交流ができる座談会の日です。この座談会

の名前を“きらめき亀山21”と言います。広く皆

さんに知っていただきたいお知らせや、皆さんが

疑問に思っていることをテーマにして、みんなで

話し合いをします。

４月のテーマは、これまでの“きらめき亀山21”

のあり方について見直し、もっと生かされる座談

会となるように具体策をみんなで考えます。

ぜひ、あなたも一度お気軽に参加してみてくださ

い。申し込みは不要で、飛び入り参加も大歓迎です。

と　き 毎月21日

月～金曜日…午後７時30分～９時30分

土・日曜日…午前９時30分～11時30分

ところ 市民協働センター「みらい」

１階多目的ホール

４月のテーマ「きらめき亀山21のあり方について

～具体策を考える～」

問合先 市民部市民相談・協働推進室（184－5008）

キラリ☆輝くために　あなたも参加してみませんか？

　こ
のコーナーではきらりと

輝き
ながら活躍する市民を紹介します。

口笛は人との出会いを広げる一つの楽器
中川大輔さん（東丸町）

昨年の７月に茨城県牛久市で開

催された「第34回国際口笛大会」

に、友人とデュオで出場し、アレ

イドアート部門で９位に輝いた中

川大輔さん。口笛を身近な楽器と

して３オクターブの音を操る中川

さんは、大会に出場するだけでな

く、市内で口笛のサークルを立ち

上げるなど幅広く活動されていま

す。

―口笛との出会いや、国際大会に

出場したきっかけは？

「物心がついたころから、父が口

笛を吹いていたのを聞いていた影

響もあります。学生のころは、口

笛でJAZZセッション等をしてい

ました。社会人になって、口笛の

国内大会が初めて開催されるのを

知り、平成19年の２回目の大会に

出場したのをきっかけに、いつか

国際大会に出場し自分の力を試し

たいと思いました。」

―国際大会はどのような大会なの

ですか？

「約40年前からアメリカで始ま

り、昨年日本で初めて開催されま

した。クラシックやポピュラーな

どの音楽を、子どもや大人が口笛

を吹いて競います。わたしが出場

したアレイドアートの部門は、口

笛と何かをコラボレーションし、

表現性や芸術性を競う部門です。

友人と全身白袴の姿になり、竹刀

の“カン”という音をリズムにし

てチャンバラをしながら、民謡の

八木節を演奏しました。結果は９

位でしたが、海外ならばもっと成

績が良かったのかもしれませんね

（笑）」。

―口笛のサークル活動もされてい

るのですね

「市内で『Club Phuman（クラ

ブピューマン）』というサークル

を立ち上げ、老人ホームなどの施

設や子ども会を訪問し、童謡や唱

歌、子ども向けの歌を演奏するな

どボランティア活動もしていま

す。また、ピアノ、ベース、ドラ

ムなどの楽器を交えて、県内外の

イベントにも参加していますが、

今後は、地域に根付いたかたちで、

もっと活動を広げていけたらなと

思っています。４月４日の『亀山

城桜まつり』にも参加しますので、

皆さんに聴いていただき、興味を

持ってくれたらうれしいですね。」

―今後は？

「いつかは世界チャンピオンにな

りたいです。また、国際大会に出

場し海外の口笛奏者たちと出会う

ことで音楽を通してさまざまな感

性、文化を知ることができました。

口笛を通して人との出会いをさら

に広げて、音楽だけに限らず幅広

い芸術活動に参加していきたいで

すね。」

第34回国際口笛大会に出場した
中川さん（右から3人目）
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ていることがうかがえます。おそらくは下書き段階

から内容を把握し、慎重に清書されたものと考えら

れます。また、わずかではありますが、文字の修正、

読み方や注釈が朱文字で書き込まれており、この写

本がテキストとして使用されたことがうかがえま

す。これだけでも、この写本に対して並々ならぬ情

熱が注ぎ込まれていることが分かります。

写本の存在意義

『古今和歌集』と片山神社の関係は？といえば、

歌集の中に「鈴鹿山」を詠んだ歌があるのではと思

ってしまいますが、意外にも『古今和歌集』には

「鈴鹿山」「鈴鹿川」を題材とした歌はありません。

どうも、『古今余材抄』を書き写した人物の興味は、

神社のある鈴鹿山についてではなかったようです。

古くから古典の研究は写本を作ること自体が重要

な研究手段とされ、自分の先生となる人物との関係

や書き写す人物がどのような立場であるかといった

背景の中で書写が行われてきました。この写本も、

鈴
すず

鹿
か

明
みょう

神社
じんじゃ

（片山神社）に何らかの関わりを持ち、

同時に古典研究でつながった人脈を持つ人物によっ

て作られたものと考えられます。直接的に『古今和

歌集』と鈴鹿山とは結びつかなくても、この写本の

存在は、筆写した人物と鈴鹿明神社や鈴鹿明神社が

存在する坂下という地域と切り離して考えることが

できるものではないでしょう。

資料から地域を考える

４月25日（土）から歴史博物館で開催される、

第11回企画展「こどもも！おとなも！調べて納得

博物館～館蔵品で見つけよう！亀山市内のいいとこ

ろ～」では、これまでに歴史博物館で収集された亀

山市域の地区ごとに遺された資料を実際に見ていた

だきます。歴史博物館が資料を調査研究して得た内

容をご覧いただくことで、それぞれの地域にとって

どのようなテーマを持つものかを再発見し、さらに

は市民の皆さんによる歴史資産を活かしたまちづく

りの起点へとつなげたいと願って開催するもので

す。「古いものがあって当たり前」ではなく、資料

からもう一度お住まいの地域を振り返ったとき、必

ずやさらなる発見があることでしょう。

市内には実に数多くの歴史遺産が存在します。

「歴史のまち」なら当たり前のようですが、そもそ

も、多種多様な歴史資料はどのような意味を持つの

かという、素朴な疑問について考えてみましょう。

市内に伝わった資料から

写真の資料は、片山神社宮司家に伝わった『古
こ

今
きん

余
よ

材
ざい

抄
しょう

』の写本です。『古今余材抄』は、江戸時代

前期の真言宗の僧侶で、国文学者でもあった契
けい

沖
ちゅう

（1640～1701）が元禄５（1692）年に著した『古
こ

今
きん

和歌
わ か

集
しゅう

』の注釈書です。『古今和歌集』は、醍
だい

醐
ご

天皇の命を受けて紀貫之
きのつらゆき

らが編さんした和歌集で、

延
えん

喜
ぎ

5（905）年ごろの成立と考えられ、その編集

方法は後の歌集の規範となりました。契沖は、『万
まん

葉
よう

集
しゅう

』の注釈書である『万葉代
まんようだい

匠
しょう

記
き

』も執筆してお

り、その中で得た学識をベースに古今和歌集の注釈

を行ったことから、古典文学に関しての幅広い知識

を「余材」と謙遜
そん

して書名としています。『古今余

材抄』は、その緻
ち

密な注釈から後学のテキストとし

て重宝され、国学者の本居宣長
もとおりのりなが

（1730～1801）も

宝暦
ほうれき

６（1756）年に筆写しています。

あくなき情熱

さて、実際に写本を見てみましょう。残念なこと

に、巻末などに誰がいつ書写したものかが記されて

いません。このため、江戸時代のものである可能性

はあるのですが、それ以上のことは分かりません。

ただ、近年まで片山神社宮司家に伝わったというこ

とが把握されているだけです。

興味深いことに、写本は注釈に引用したさまざま

な古典に合わせて、楷書
かいしょ

や草書
そうしょ

が使い分けられ、書

写間違いの訂正もほとんどなく極めて丁寧に写され

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 地域にあるもの
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●市民提案を募集します
市では、新たなまちづくりの施策として協働事業提案制度を昨年に創設しました。

「行政と協働して事業を始めたい」あるいは「既に行われている行政の事業をよりよいものにしたい」そ

んな思いのある皆さんからの提案を募集します。なお、提案分野には、特に制限はありません。

※亀山市の協働とは「市民が互いに、また市民と行政が、それぞれの持つ特性を活かしながら、役割分

担・連携・補完・協力を図り、住みよいまちにするという共通の目的に向かって、対等の意識で共に取

り組むこと」です。

●行政提案に協働する相手団体を募集します
行政から提案のあった下記の事業について、一緒に事業を行う相手団体を募集します。

募集期間 ４月１日（水）～５月29日（金）

（土･日曜日、祝日は除く）

受付時間 午前８時30分～午後５時

応募資格（応募できる団体）

市内で、自立的、継続的に活動している団体。

ただし、政治、宗教、営利を目的としないこと。

応募方法 市民部市民相談・協働推進室に備え付

けの「協働事業提案書」や「行政提案協働相手申

込書」に必要事項を記入の上、ご応募ください。

●説明会

と き ４月９日（木）午後７時30分～

４月11日（土）午後１時30分～

ところ 市民協働センター｢みらい｣２階大会議室

市民部市民相談・協働推進室（184－5008）

○平成21年度協働事業実施のお知らせ
昨年度応募のあった協働事業市民提案の内、６事業について、平成21年４月から市民活動団体と行政が

共に協力しながら事業を実施します。

提案事業名 提案者 目　的

外国籍児童生徒の
学習支援事業

教育委員会
学校教育室

国際関係団体や市民ボランティア等がその支援を行うことを通して、外国人と日本人
とが相互理解を深める中で、地域社会の一員として互いが住み良いまちづくりを進め
る。

郷土芸能活性化
推進事業

教育委員会
生涯学習室

亀山市に伝承されている郷土芸能は、さまざまな問題を抱え、衰退･消滅の危機に瀕
ひん

し
ているところが少なくない中、市内の郷土芸能を活性化させ、地域文化として伝承し
ていく。

提案事業名 内　容 市民活動団体名 行政部署名

亀山に伝わる古代伝説継承事業
「白鳥伝説」をDVDに収　　
録し、各施設に配布 劇団「ＣＡＭＥ

か め

」
教育委員会
まちなみ･文化財室

みんなで作ろう避難所用ケータイ
充電ツール事業

ケータイ充電ツール製作の
ワークショップ開催

防災減災チャレンジャー 危機管理室

～未来へ羽ばたく子どもたち～
坂下天文観測施設オープン記念事業

坂下天文観測施設オープニ
ング開催と探検隊の育成

坂下星見の会
教育委員会
生涯学習室

東海道五十三次　関宿四十七番札｢関宿
かるた｣事業

「関宿かるた」とガイドブッ
クの作成

ＮＰＯ「東海道関宿」
教育委員会
まちなみ･文化財室

安楽川保全事業
安楽川での環境イベントの
開催

野登清友会
環境森林部
環境保全対策室

あなたとふれあい映画会～笑い、涙、
そしておしゃべり～事業

映画会とおしゃべり会の開催 映話ひととき会
保健福祉部
高齢・障害支援室



13広報かめやま　平成21年４月１日号

対象者 市内に住所を有する下表１の対象者

接種方法 すべて個別接種ですので、県内の各医

療機関で予約してください。

※事情により県外で接種する場合は、保健福祉部

健康推進室へご連絡ください。

接種料金　無料（対象者のみ）

持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証、外

国人は外国人登録証

その他 紛失などで予診票の再発行を受けたい場

合は、母子健康手帳を保健福祉部健康推進室ま

たは健康づくり関センターにご持参ください。

※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」の中の予防接種

の案内をご覧ください。

ダミー

表１　乳幼児期に受けるもの 

予防接種の種類 

ＢＣＧ １回 
生後～６カ月 
未満 

平成17年４月から対象 
年齢が変更されました。 

平成18年６月２日から 
麻しんおよび風しんの 
接種方法が下記のよう 
に変更されました。 
【第2期】 
対象：平成15年４月２ 
日から平成16年４月１ 
日生まれの児（予診票 
は、３月末日に個人通 
知しました） 
接種期間：４月１日～ 
平成22年3月31日 
 

対象年齢 備考 接種 
回数 

第１期 

ＭＲ 
麻しん 
風しん 

第２期 １回 

生後36～90カ 
月未満 

平成21年４月現在、積 
極的接種勧奨差し控え 
中 

日本脳炎 

ポリオ ２回 生後３～90カ 
月未満 

１回 生後12～24カ 
月未満 

５歳以上７歳 
未満の児であ 
って小学校就 
学前年の４月 
１日から就学 
年３月31日ま 
で（いわゆる 
年長児） 

ＤＰＴ 
ジフテリア 
百日咳 
破傷風 

３回 
生後３～90カ 
月未満 

１回 

１期初回 

１期追加 

２回 １期初回 

１回 １期追加 

学童期に受けるもの 

予防接種の種類 

ＤＴ 
ジフテリア 
破傷風 

１回 11～13歳未満 

９～13歳未満 

平成21年４月現在、積 
極的接種勧奨差し控え 
中。接種を希望する場 
合は、母子健康手帳を 
ご持参の上、健康推進 
室にお越しください。 

対象年齢 備考 接種 
回数 

１回 日本脳炎 

２期 

２期 

麻しん風しんの予防接種  平成20～24年度の５年間に限って実施 
接種期間：平成21年４月１日～平成22年３月31日 

予防接種の種類 

ＭＲ 
麻しん 
風しん 

１回 
13歳（中学１ 
年生相当） 

18歳（高校３ 
年生相当） 

対象：平成８年４月２日 
から平成９年４月１日生 
まれの児（予診票は、３月 
末日に個人通知しました） 

対象：平成３年４月２日 
から平成４年４月１日生 
まれの児（予診票は、３月 
末日に個人通知しました） 

対象年齢 備考 接種 
回数 

１回 

第３期 

第４期 

表２　市内実施医療機関 

あのだクリニック 

礒村内科 

伊東医院 

落合小児科医院 

かつき内科 

加太診療所 

亀山医院 

後藤内科医院 

せきクリニック 

佐々木クリニック 

高橋内科クリニック 

田中内科医院 

谷口内科 

なかむら小児科 

のぼのクリニック 

服部クリニック 

ハッピー胃腸クリニック 

宮村産婦人科 

阿野田町 

関町木崎 

野村三丁目 

東台町 

東町一丁目 

加太板屋 

本町三丁目 

南野町 

関町新所 

川合町 

栄町 

天神二丁目 

みどり町 

長明寺町 

能褒野町 

亀田町 

本町二丁目 

本町三丁目 

83－1181 

96－1615 

82－0405 

82－0121 

84－5858 

98－0250 

82－0015 

82－2210 

96－2220 

83－1331 

84－3377 

82－0755 

82－8710 

84－0010 

85－3636 

83－2121 

82－0017 

82－5151

 

 

〇 

〇 

 

 

 

 

〇 

 

 

 

〇 

〇 

 

 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

所在地 医療機関名 ポリオ 
BCG

そのほかの 
予防接種 電話番号 

●麻しん風しんの予防接種 
　13歳（第３期）・18歳（第４期）に相当
する年齢の人も麻しん風しんの予防接種の対
象になります。 
　麻しんは人から人へ感染しやすく、時に死
に至る重大な病気です。国では、平成24年ま
での麻しん排除とその後の維持を目標にした
麻しん排除に向けた計画を策定しています。 
　その対策の一つとして、麻しん予防接種１
回接種の年代への２回目の接種の機会を設け
ます（平成20年度から24年の５年間時限措
置）。また、従来から実施されている第１期
および第２期は引き続き実施します。 

  保健福祉部健康推進室 
（あいあい　184－3316） 
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市県民税 

期　別 

税　目 

月 

月 ４ 第１期 

第１期 

月 ５ 全　期 ６/１ 
第１期 月 ６ ６/30

第２期 

７/31

８/31

９/30

11/２ 

11/30

12/25

２/１ 

３/１ 

３/31

月 ７ 第２期 ７/31

第３期 

第２期 月 ８ ８/31

第４期 

月 ９ 

第５期 

第３期 月 10 11/２ 

第６期 

月 11
月 12 第３期 12/25

第７期 第４期 月 １ ２/１ 
第８期 

第９期 

月 ２ 第４期 ３/１ 
月 ３ 

納　期　限 
口座振替日 

期　別 
納　期　限 
口座振替日 

期　別 
納　期　限 
口座振替日 

期　別 
納　期　限 
口座振替日 

固定資産税 
都市計画税 

平成21年度市税納期一覧表 平成21年度市税納期一覧表 

軽自動車税 
国民健康 
保 険 税 

前納報奨金について 市税等納付場所 

　市県民税および固定資産税・都市計画税について、

第1期の納期に全期分を納付すると前納報奨金が付

きます。前納額は、前納報奨金を差し引いた金額と

なります。 

 
計算の仕方 

　市県民税　　　　　　　　　第２期の税額×0.03 

　固定資産税・都市計画税　　第２期の税額×0.054 

      
※第2期の税額が10万円を超える場合は、超える部

分の税額は除きます。 

４/30

問合先 

　市民部収納対策室（184-5009） 

　市民部保険年金室（184-5006） 

●百五銀行　●三重銀行　●鈴鹿農業協同組合 

●第三銀行　●北伊勢上野信用金庫 

●東海労働金庫 ●中京銀行 

●三菱東京UFJ銀行　●りそな銀行 

●ゆうちょ銀行・郵便局 

※口座振替の開始・変更の手続きが完了するまでに約１カ月かかります。 
　納期限が近づきますと開始・変更ができない場合があります。 



暮らしの情報 

15広報かめやま　平成21年４月１日号

市民協働センター

「みらい」のオープ

ン２周年を記念し

て、記念講演会を開

催します。ＮＰＯの

最前線で世界的に活躍され、テレ

ビなどに出演されている目加田
め か た

説
もと

子
こ

氏を講師にお招きします。講演

会終了後、参加者同士の交流会も

開催します。ぜひご参加ください。

と き ４月19日（日）

午後１時30分～４時20分

ところ 市民協働センター「みら

い」１階多目的ホール

演 題 「地域課題解決に向けて

のきっかけづくり」

講 師 中央大学総合政策学部教授

目加田説子氏

東海道53次の雰囲気を残した、

亀山・関・坂下宿において、亀山

市の「絵手てがみサークル」の作

品約650点を展示します。ぜひご

覧ください。

展示期間 ４月１日（水）～５月

31日（日）

展示場所 亀山市西町から野村地

区、関宿東の追分から西の追分、

坂下沓掛地区の東海道沿いの町

家

「私の好きな亀山」をテーマに写

真を募集しましたところ、161点

の応募があり、審査の結果、入選

作品が決定しました。

入選作品はＪＲ関駅１階（ふる

さと会館）にて５月10日（日）ま

で展示します。

今回の入選作品と併せて、前回、

前々回の最優秀作品も展示しま

す。入場は無料ですのでぜひお越

しください。

４月６日～15日は、春の交通安

全運動週間です。亀山自動車学校

では、ルーキースクールおよびシ

ルバースクールを開催するととも

に、校舎とコースを開放します。

当日は、大型、中型、けん引、普

通自動車などの試乗、シミュレー

ション装置の体験、高齢者講習用

装置の体験なども実施していま

す。また、フォークリフトの実技

講習の見学も実施します。

と き ４月12日（日）

午前９時～午後４時

ところ 亀山自動車学校(井尻町

667－１)

もよおし

市民協働センター２周年
記念講演会

市民部市民相談・協働推進室
（184－5008）、市民協働セン
ター「みらい」（184－5800）

絵てがみミュージアム
ｉｎ亀山・関・坂下宿
市観光協会（197－8877）

「2008私の好きな亀山」
フォトコンテスト入選作品展示
市観光協会（197－8877）

亀山自動車学校１日開放
亀山自動車学校（182－0112）

歴史博物館（183－3000）

臨時休館します

４月20日（月）から24日（金）まで展示替え作業のため臨時休館させていただきます。ご了承ください。

第11回企画展

こどもも！おとなも！調べて

納得博物館「館蔵品で見つけよ

う！亀山市内のいいところ」

亀山市域を各地区に分け、館

蔵資料を用いて各々の地域の特

性を紹介します。

と き ４月25日（土）～８月

31日（月）

ところ 企画展示室

観覧料 無料

第13回テーマ展示「城絵図」

主
しゅ

図
ず

合結
ごうけつ

記
き

、伏見城、江戸城、

大阪城、名古屋城絵図などを紹

介します。

と き ４月25日（土）～８月

31日（月）

ところ 常設展示室

観覧料 一般…200円、児童・

生徒・学生…100円

古文書講座受講生募集

●古文書読解中級講座

と き ５月～12月までの毎月

第１土曜日　午後１時30分～

３時（全８回）

内 容 館蔵品から市の江戸時

代を知る古文書を読解します。

●武家日記解読講座

と き ５月～12月までの毎月

第１日曜日　午後１時30分～

３時（全８回）

内 容 開館以来輪読している

「加藤秀繁日記」で亀山藩政を

学びます。今年度は天保８年

６月の記事から始まります。

ところ 講義室

定 員 それぞれの講座で45人

（先着順）

受講料 無料

申込期限 ４月26日（日）

申込方法 歴史博物館まで電話

で、講座名、住所、氏名、電

話番号をお知らせください。
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暮らしの情報 

市では、あいあい

「白鳥の湯」の無料

入浴券を交付します。

なお、該当者への個別通知は行

いませんので、証明となるものを

持参し、４月１日以降に交付窓口

へお越しください。

※あいあいにて毎週金曜日に実施

している「高齢者相談」の窓口

（午後８時まで受付）でも受け

取ることができます。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精

神障害者保健福祉手帳のいずれ

かをお持ちの人

一人親家庭等医療費受給者

生活保護受給者

交付窓口 保健福祉部地域福祉室

（あいあい２番窓口）、関支所

交付枚数 １カ月当たり２枚

使用期間 ４月１日～平成22年３

月31日

近年、母体や胎児の健康確保を

図る上で、妊婦一般健康診査の重

要性、必要性が年々高まっていま

す。

そこで、妊娠中の健診費用の負

担軽減や積極的な妊婦一般健康診

査の受診を図るために、妊婦一般

健康診査の公費負担の回数を現行

の５回から14回に増やします。

対象者 平成21年４月１日以降に

出産予定の妊婦

※平成21年３月31日以前に妊娠届

を提出した人は、追加の６～14

回分をすでに個人通知していま

す。

※市外から転入された人は、お問

い合わせください。

お知らせ

あいあい「白鳥の湯」
無料入浴券交付
保健福祉部地域福祉室

（あいあい　184－3312）

妊婦一般健康診査の
公費負担が14回に増えます

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

▽
▽
▽

運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内運動施設についてのご案内 教育委員会スポーツ振興室
（184－5079）

このたび、４月１日より、亀

山市内運動施設の指定管理者と

して管理運営を行ってまいりま

す「三幸・スポーツマックス共

同事業体」です。亀山市のスポ

ーツ振興・普及に貢献すべく、

全力で努めてまいりますので御

支援賜りますようよろしくお願

い申し上げます。

三幸・スポーツマックス共同事業体

三幸株式会社名古屋支店

（1052－452－8651）

株式会社スポーツマックス

（1052－731－6556）

市では平成18年４月１日より、一部の運動施設

の管理運営を指定管理者に委任してきましたが、

平成21年４月１日からは「三幸・スポーツマック

ス共同事業体」をすべての運動施設の新たな指定

管理者とします。市民の皆さんがより利用しやす

い施設となるよう市も支援していきますので、一

層ご活用ください。

また、利用者の皆さんにはご迷惑をお掛けしま

したが、西野公園体育館の耐震補強・大規模改修

工事が完了し、４月１日から利用できるようにな

りました。安全に、快適に生まれ変わった体育館

をぜひご活用ください。

管理運動施設一覧

①　亀山公園庭球場

②　亀山公園屋外ステージ

③　西野公園体育館

④　西野公園野球場

⑤　西野公園運動広場

⑥　西野公園庭球場

⑦　西野公園屋外プール

⑧　東野公園体育館

⑨　東野公園ソフトボール場

⑩　東野公園運動広場

⑪　東野公園ゲートボール場

⑫　観音山テニスコート

⑬　関総合スポーツ公園多目

的グラウンド

⑭　関Ｂ＆Ｇ海洋センター

自主事業を開催します

当共同事業体では、幅広い年

齢層を対象とし、より多くの

方々にスポーツに接していただ

けるよう、さまざまな教室やセ

ミナーの開催を予定しています。

◆すくすく親子体操教室

◆ウォーキングセミナー

◆トレーニングアドバイスセ

ミナー

◆わんぱく親子体操教室

◆メタボリック解消セミナー

◆水中ウォーキングセミナー

詳細については、日程が決ま

り次第、施設だより、ホームペ

ージなどでお知らせします。

新指定管理者 ごあいさつ
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市内在住の一人親家庭の生徒

が、高等学校または専修学校、各

種学校、職業訓練校などに通学す

る場合、通学費の一部を援助しま

す。

希望する人は、通学定期券・学

生証の写し、印鑑、預金通帳を持

参の上、保健福祉部地域福祉室

（あいあい２番窓口）または市民

部市民サービス室（関支所）で手

続きをしてください。

※あいあいにて毎週金曜日に実施

している「高齢者相談」の窓口

（午後８時まで受付）でも手続

きできます。

※年度ごとの申請のため、平成20

年度に申請をした人で平成21年

度も希望する場合は再度申請が

必要となります。なお、支給は申

請のあった月からとなります。

支給月額 １カ月の通学定期券の

２分の１の額（支給限度は3,000

円）

市では３月28日の戸籍の改製に

伴い、戸籍の氏名に併せて住民票

の氏名を訂正しましたが、改製日

までに住民記録情報を使用した市

からの通知文書については、訂正

前の氏名となっている場合があり

ますので、ご理解いただきますよ

うお願いします。

４月18日の「県民の日」にちな

み、次の施設を無料で公開します。

と　き ４月18日（土）

公開施設 関宿旅籠玉屋歴史資料

館、関まちなみ資料館（午前９

時～午後４時30分）、歴史博物

館（午前９時～午後５時）

と き ４月27日（月）

午後１時30分～３時

集合場所 あいあい１階集団指導室

スタッフ 健康運動指導士・保健師

対象者 40歳から74歳までの市内

に住所を有している人

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物など タオル、飲料水、運

動のできる服装

申込期限 ４月24日（金）

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と き ５月11日（月）

午後２時～３時

ところ あいあい１階トレーニン

グ室

内 容 トレーニング室の利用方

法（トレーニング器具の使い方

など）

※トレーニング室を初めて利用す

る方は、説明会にご参加くださ

い。

※健康・運動面について詳しい相

談を希望する人には説明会終了

後、カウンセリングを行います。

スタッフ 健康運動指導士

対象者 市内に住所を有している人

募集人数 10人（先着順）

参加費 無料

持ち物など 上履きのトレーニン

グシューズ、タオル、運動ので

きる服装

その他 中学生以下、幼児連れの

人は、トレーニング室を利用で

きません。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と き ５月18日（月）

午後２時～３時

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

対象者 市内に住所を有している人

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物など タオル、運動のでき

る服装

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

一人親家庭の皆さんへ
高等学校等通学費の一部

を援助します
保健福祉部地域福祉室

（あいあい　184－3315）

「県民の日」無料公開
教育委員会まちなみ・文化財室
（184－5078）、歴史博物館（1
83－3000）

中高年からの健康体操教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

各種検診・教室

メタボ予防・改善運動教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

あいあいトレーニング室
利用説明会

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

平成21年交通事故発生状況 （2月末現在・亀山署管内） 

亀山警察署（182-0110） 

人身事故 
50件 

死亡者 
2人 

負傷者 
68人 

物損事故 
224件 

「春の全国交通安全運動」4月6日（月）～15日（水） 
　運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止 
　運動の重点　すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの　
　　正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶 

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

戸籍市民室からのお知らせ
市民部戸籍市民室
（184－5003）
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暮らしの情報 

と き ４月９日（木）

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

対象者 おおむね65歳以上の高齢

者またはその家族など

講　師 サルビア司法書士事務所

坂　昌寛氏

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

と き ４月16日（木）

午後１時30分～３時

ところ 井田川地区北コミュニテ

ィセンター

対象者 介護予防や地域福祉に興

味のある人

講　師 谷口内科

院長　谷口洋三氏

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

新 着 図 書
小説 ●英雄の書　上・下／宮部

みゆき●喋々
ちょうちょう

喃々
な ん な ん

／小川 糸●妖
よ う

異
い

川中島
か わ な か じ ま

／西村京太郎●骨の記

憶／楡
に れ

周平●鬼の跫音
お と

／道尾秀
しゅう

介
す け

●院長の恋／佐藤愛子

児童書 ●ババールとおちびのイ

ザベル／ロラン・ド・ブリュノ

フ●ネコのすけっと／わたなべ

ひろみ●たこやきようちえん／

さいとうしのぶ●動物の「跡」

図鑑／ジニー・ジョンソン●ハ

ムスターを育てよう／霍
つ る

野
の

晋吉
し ん き ち

その他 ●社会人のための基本マ

ナー／主婦の友社●にっぽんの

昔町●「米粉」の焼き菓子レシ

ピ／石橋かおり●ムクのキャラ

弁日記／ムク●伸びる子になる

間取りとインテリア／主婦の友

社●ジグソーパズル入門／石井

研
け ん

士
じ

●京都ロマンチック案内／

甲斐みのり●小さな恋のものが

たり　図書館版（全10巻）／み

つはしちかこ ほか140冊

亀山学校「あなた自身の
権利を守るために～身近
な生活百科を知ろう～」
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

介護予防教室
～生活習慣病の予防とは～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

図書館からのお知らせ
市立図書館（182－0542） 66

●ウイークリーかめやま

●コミュニティひろば

「天神・和賀地区コミュニティ

～高山観音春まつり～」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

※午前６時～午前０時まで

30分番組を繰り返し放送

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。

４月３日～８日

４月10日～15日

災害に備え各種災害応援協定を締結しました

市では、地震災害や風水害に対する備えとして、

計画的に食料（アルファ米、乾パン、水、ミルクな

ど）、毛布、簡易トイレ、防災資機材などの備蓄を着

実に進めています。

また、市内の民間企業や団体など組織の持つ防災

力との連携を最大限に図れるよう、食料品や日用品

を取り扱うスーパーマーケットや、建設・ライフラ

インに関係する協会や団体との間に、救援物資の提

供や応援協力体制などに関する「災害応援協定」を

締結しました。この「災害応援協定」をもとに、今

後もさらに民間防災力との連携を進めてまいります。

建設・ライフライン関係等

・(社)三重県建設業協会亀山支部

・(社)三重県ＬＰガス協会亀山支部

・三重県石油業協同組合亀山支部

・(株)キナン亀山営業所

・マツオカ建機(株)

食料品・日用品等

・マックスバリュ中部(株)

・スーパーサンシ(株)

・(株)ニューライフ

・ＮＰＯ法人コメリ災害対策センター
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市立医療センター

では、医師（常勤・

非常勤）および看護

師（常勤）を随時求

めています。また、平成21年度の

非常勤看護師・非常勤准看護師・

療養介助員も随時募集していま

す。

非常勤看護師・非常勤准看護師

勤務場所 市立医療センター

勤務形態

病棟夜勤専従（準夜勤・深夜勤）

病棟（早番・遅番）

勤務日数 年間240日以内（相談

可）

任用期間 平成22年３月31日（更

新あり）

賃　金

非常勤看護師…時給1,550円

非常勤准看護師…時給1,200円

療養介助員（ヘルパー）

勤務場所 市立医療センター

応募資格 ホームヘルパー２級の

資格を有する人

職務内容 入院患者の介助および

看護補助全般

勤務形態 日勤、早番、遅番

勤務日数 年間240日以内（相談

可）

任用期間 平成22年３月31日（更

新あり）

賃　金 時給1,050円

募　集

医師・看護師などを
随時募集しています
市立医療センター事務局
（183－0990）

▽
▽

種　目

予備自衛官補

幹部候補生

一般曹候補生

受付期間

４月13日（月）まで

５月12日（火）まで

第１回 ５月12日（火）まで
第２回

試験期日

４月18日（土）
～20日（月）の
いずれかの日

５月16日（土）、
17日（日）

５月23日（土）
９月19日（土）

応募資格

一般

技能

18歳以上
34歳未満

保有資格に応じ
53歳～55歳未満

20歳以上26歳未満
※大学院修士学位取
得者は28歳未満

18歳以上27歳未満

児童の健全育成、団員相互の

交流、サッカー技術の向上、体

力づくりなどを目的に活動して

います。

団員は随時募集していますの

で、一度見学にお越しください。

練習日 毎週日曜日の午前９時

30分～11時30分

練習会場 西野公園運動広場ほか

対象者 市内の小学１～６年生

（男女問わず）

会 費 年額6,000円（保険料含む）

申込･問合先　前田（182－5307）

と き ５月７日～７月30日ま

での毎週木・土曜日　午後７

時～８時45分

ところ 亀山スポーツ研修セン

ター弓道場

講　師 亀山弓道協会会員

対象者 中学生以上の人

※高校生以下の人は、保護者の

承諾が必要です。

受講料 5,000円（スポーツ保険

料、テキスト料、弓具使用料

含む）

※毎回、道場使用料（高校生以

上100円、中学生50円）が別

途必要です。

申込方法 亀山スポーツ研修セ

ンターにお申し込みください。

問合先 平松（182－6613）

約10人のサークル会員で陶磁

器づくりを楽しみ、陶芸見学会

や展示会なども行っています。

初心者は講師の指導を受けるこ

とができます。第１例会を４月

11日（土）に行いますので、一

緒に陶芸を学んでみませんか。

と　き

例会…毎月第２土曜日の午後

１時30分～

焼成作業…毎月第２日曜日

（交代制）

ところ 青少年研修センター

参加費 年会費7,000円程度（別

途材料費が必要です）

申込・問合先 亀山陶芸Ｃサー

クル（服部　182－6958）

亀山サッカー少年団
団員募集

平成21年度弓道教室
受講生募集

陶芸を始めませんか

▽
▽

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

試　験

自衛官採用試験
自衛隊四日市地域事務所
（1059－351－1723）

防衛省では、右表のとおり自衛

官の試験を行います。

8月1日（土）～9月11日（金）
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市の人口 3月1日現在 ●総人口 50,166人（前月比－48）●男 25,089人（前月比－23）●女 25,077人（前月比－25）●世帯数 19,850世帯（前月比－47）
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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

いう縁を基に、大阪府羽曳野市、奈良県御所
ご せ

市と平成10年から市民

交流を図っています。今回、亀山市で開催された三市交流事業には、

三市から約180人が参加し、能褒野神社や忍山
おしやま

神社などの日本武尊

ゆかりの地の見学や市民ミュージカル「白鳥伝説」を鑑賞しました。

2月21日

日本武尊・白鳥伝説三市交流事業

生涯学習フェスティバル～学びそれは生きがい～
青少年研修センターなどで、生涯学習フェスティバルが開催さ

れました。市内で活動するさまざまなサークルの舞台発表や陶

芸・書道など個性あふれる作品が多数展示されました。

２月28日、3月1日

家田荘子さん

市文化会館中央コミュニティセンターで、亀山市男女共同参画フォー

ラムを開催しました。このフォーラムは、昨年、亀山市男女共同参画を

推進する条例「亀山市男女が生き生き輝く条例」ができたことを受け、

これから男女が生き生きと輝くために何をすべきかをみんなで考える場

として開かれたものです。4人のパネリストなどによるシンポジウムや、

作家の家田荘
しょう

子
こ

さんによる「これからの女性の生き方について」と題し

た講演に多くの人たちが詰め掛け、熱心に話を聞き入っていました。

3月1日
亀山市男女共同参画フォーラム

かめやま会故の森「森づくり体験
（第32回亀山市植樹祭）」
関町市瀬地内の「かめやま会故の森」

で、森づくり体験イベントと第32回亀山

市植樹祭が開催されました。市民や事業

所の職員など約170人が参加し、アカシ

デやクヌギなど約150本の苗木を植樹し、

緑化に対する意識を高めていました。

3月8日
エ　 コ

亀山市斎場の竣工式では市長や来賓などによるテープカットが行わ

れました。なお、亀山市斎場は３月25日から供用を開始しています。

3月21日
亀山市斎場　竣工式

やまとたけるのみこと


